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皆さんこんにちは、本日も例会出席いただきありがとうございます。
連日寒い日が続いておりますが皆さん体調はいかがでしょうか。本日は
斎藤修弘さんがインフルエンザで休みです。記録的な数になり猛威を振
るっているので皆さんも注意してください。
前回のバンケットでの例会が1月18日でしたのでそれ以降の報告です。
前回例会後、この場所で55周年委員会が開かれました。3月16日の式典
について詳細が決まってきました。今後皆さんに式典での役割分担等お
願いすることとなると思います。また、記念誌の会員プロフィールの原
稿も宜しくお願いします。先週は2月2日から5日まで障がい者展示即売会
が丸広6階で開かれました。皆さんご協力ありがとうございます。今年は
体験コーナーはありませんでしたがたくさんの方に来ていただきました。
今月は平和と紛争予防/紛争解決月間です。新しい話では先日モルディ
ブで非常事態宣言が出され、緊迫した状態が続いているそうです。現政
権が政治犯の逮捕を巡り最高裁と対立し前大統領や野党有力者を拘束し
ているそうです。観光立国でもありますので早期の解決が望まれます。
話は変わりますが明日より平昌オリンピックが始まります。本日夜か
らスキーのジャンプ予選やカーリングも始まるとのことです。今回のオ
リンピックは隣国ですので皆さん寝不足にならずに済むのではないでし
ょうか。日本もメダルの期待が大きい種目がたくさんあるので期待した
いものです。今回のオリンピックの話題はたくさんありますがなんとい
っても南北朝鮮の合同チームの参加ではないでしょうか。直前に政治的
判断で決まりアイスホッケーのチーム等ではかなりの混乱が見られたよ
うですが、無事に友好的にやってもらいたいものです。
世界にはたくさんの紛争が依然として起きています。イスラム国の勢
いは下火になってきましたが様々な問題が山積です。
話はまた変わりますが、先日台湾東部で大きな地震がありました。花
連では死者も出ているようです。邦人も被害を受けているようです。ロ
ータリーでも今後支援の話があると思いますが、3月には友好クラブを作
るために台南に行きます。その時上尾RCとして何か支援できるものがあ
れば届けたいのですが皆さんいかがでしょうか。今後相談させて頂きた
いと思います。本日も宜しくお願いします。
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◇米山の寄付がまだ足り
ていない状況ですのでぜ
ひお願いいたします。
◇米山と財団に寄付してい
ただいた方には確定申告
の用紙をお配りしています。
◇55周年記念式典への出欠回答がまだの方がいます
ので早めにご回答をお願いします。
◇２月のロータリーレートは１ドル＝１１０円です。

尾花正明会員に、次年度 「地区のあゆみⅢ編集
委員会 編集委員」委嘱書が授与されました。

委員長報告

例 会 主 題

5 5 周 年 に 向 けて

公共イメージ向上委員会 野瀬 将正委員長
『あぴお２月号』「ロータリーの窓」に国際奉仕プ
ロジェクトの内容が掲載されました。

社会奉仕委員会

齋藤

哲雄委員長

先日行われた上尾市障がい者作品展示即売会には
会員のみなさまにご協力いただきありがとうござい
ました。集計は明日行い３月９日の実行委員会の中
で報告されますので、また後日お伝えいたします。
55周年記念誌委員会

長沼

大策委員長

55周年記念誌に掲載する「会員プロフィール」の
原稿とお写真を２月末までにお手配いただきたくお
願い申し上げます。

大塚

信郎

パスト会長

本日の卓話では国際大
会の思い出などをお話しし
たいと思います。
私は昭和56年にクラブ
に入会しました。私の父が
所属した軽井沢ＲＣが昭和
39年に創立したのですが、当時私は中学２〜３年で、父
が『月信』をガリ版刷りしていた姿を記憶しているのが、ロ
ータリーとの出会いです。私の会長年度にはアントニオ古
賀のチャリティコンサートを行いました。創立10周年の記
念誌を紐解いたらバナーが今のと違っていました。
私は国際大会に何回参加し 創立10周年記念誌に掲載されていたバナー
たのかなぁとMyRotaryで数
えたら19回でした。今年カナダ
・トロントに参加すると20回目
になります。
1989年、韓国ソウル大会へ
は、現在ここにいらっしゃる方
では武重会員、吉川会員、富永
会員のお三方です。
この時はホ
テルの宿泊がダブルブッキングされていて大騒ぎになりま
した。1999年、シンガポール大会は私が会長の年度で、神
田さんに団長をお願いしてクラブ20名で行きました。
2001年、サン・アントニオ大会では、鴻巣水曜の津田さん
がガバナーエレクトで、ガバナーナイトがありました。鴻巣
水曜グループのバスが炎上する事故もありました。2002
年、バルセロナ大会では、搭乗券を預けた女性添乗員が
捕まってしまったのですが、
ＪＴＢがキャッシュですぐに解
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決しました。2003年、オーストラリア・ブリスベンでは、
レ
ンタカーに乗ったのですが、高速道路で白バイに捕まっ
たのですが、見逃してくれました。2004年、大阪大会では
上尾クラブと別行動して道頓堀でクラブと出会いました。
2005年、シカゴ大会はロータリー１００周年で、地区のツ
アーに参加しました。2006年、デンマーク・コペンハーゲ
ンとスウェーデン・マルメの共同開催で、私はイギリスのヒ
ースローでトランジットしてノルウェーのオスロへ行き、
ト
ロッコ電車でファームという町に行き、そこから船でフィヨ
ルドを下り絶景を楽しみました。800〜1000ｍ上の氷河
から流れ落ちる滝は壮大でした。2007年、
ソルトレイクで
は、海水の３倍の濃度でしょっぱかった。2008年、ロサン
ゼルス。2009年、イギリスのバーミンガムでは私がガバナ
ーエレクトで上尾クラブメンバーにガバナーナイトを主催
していただきました。ガバナー年度の2010年はカナダの
モントリオール。2011年、ニューオリンズ。2012年、バン
コクではトゥクトゥクに乗りました。2013年、ポルトガルの
リスボン。2014年はシドニー、2015年はサンパウロ、
2016年はソウル、2017年はアトランタに行き、楽しい思
い出です。ロータリアンでしたら、ロータリーのさまざまな
行事に参加していただきたいと思います。ありがとうござ
いました。
吉川

公夫

パスト会長

まもなく、クラブ５５周年
記念式典及び事業が、小
林邦彦委員長のもとに挙
行されることになりますが、
私の場合は、周年行事があ
る度に二重の喜びを味わう
ことができます。
それは、私の入会年がクラブ創立２０周年時でしたの
で、
５年経過するごとに、クラブとともに個人的にもお祝
い（飲み会の理由付け）ができます。
因みに、クラブ創立時は２０歳、クラブ最初の周年事
業時は２５歳でした。
昭和４３年のある日の午後、父が、当クラブが上尾市
に寄贈した、
「島植え込み」のところに私を案内し、ロー
タリークラブは、
このような事業を実施していると説明
してくれましたが、
まさに自
慢話そのものでした。
「島植え込み」は、直径で
７〜８メートル、高さは７０
センチメートル位の石で円
形に固めた島の中に、石と

「自治だより」
（現在の市報）に掲載された記事（昭和43年1月）

植木を配置した素晴らしいものでした。
若輩者の私でも、かなりの金額を要しただろうなと思
うほどの寄贈品でした。
庁舎も駐車場もコンクリートで固められた殺風景なと
ころに、植込みがあるお蔭で、来庁者はホッと一息つけ
たことと思います。
寄贈理由は、前年１１月に市役所の新庁舎が落成し
ていますので、市役所玄関前に、
「島植え込み」を寄贈し
たものと思われますが、昭和４２年１０月に、埼玉国体が
上尾市を主会場として開催されていますので、石碑に刻
まれている日付から推察して、新庁舎完成と埼玉国体開
催の双方を記念した事業ではなかったのかなとも思わ
れます。
時に、会長は、
５代目、加藤金作氏。
会員数４９名（名誉会員１名含む）。
工事施工は、会員大塚裕康氏が社長をされていた、大
塚石材工業株式会社（現 株式会社大塚）
さんです。
当時の上尾市は、昭和３３年７月１５日に市制施行。
昭和３８年上尾高校が甲子園に初出場。
昭和４２年１０月埼玉国体の主会場開催市になるな
ど、若さ溢れる元気いっぱいの新興都市でした。
その後、市政の発展とともに、更に容量の多い庁舎が
必要となり、新庁舎建設の工事が始まりますと、
「島植え
込み」
も敢え無く撤去され、
２４年の生涯を閉じました。
平成３年１１月の現庁舎完成後は、庁舎と隣接する駐
車場との出入口の脇に記念碑だけ移築され、ひっそりと
佇んでいます。記念碑の表側は庁舎に向かっており、
「か
つては上尾市のために一役買っていたよ」
というような
顔をしています。
当時の会員氏名が記された裏側は、植込みの根元が
密集していて、見えにくい状況ではありますが、文字がし

っかりと刻まれているため、氏名の判読は容易です。
ただ、ほとんどの方が鬼籍に入られているため、
ご厚誼
をいただいた方の往時を偲びながら一抹の寂しさを
覚えたものでした。皆様も、是非、現地を訪れ、偉大な
る先輩方にふれていただければ幸いです。
私が50年も前に当クラブの最初の周年記念事業の
成果物を拝見しましたことを、今日、皆様にお話しでき
ますことは、クラブに対して僅かながらご恩返しができ
たかなと自負しています。有難うございました。

スマイル 卓話いただきありがとうございました！
出席率
出席 会員数
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（％） 62.16
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欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0

藤村会長／須田幹事／樋口副会長／宇多村副幹事／
武重会員／岡野会員／大塚信郎会員／吉川会員／富永会員／
齋藤重美会員／井上会員／村岡会員／尾花会員／
大塚崇行会員／齋藤博重会員／深澤会員／齋藤哲雄会員／
野瀬会員／長沼会員／門崎会員／春日会員／芳賀会員

Intercity Meeting

2018. 2. 15（第2722回例会）
於：桶川市民ホール

桶川RCさんがホストクラブとなってIMが
開催されました。鄭さんは小卓話を、藤村
会長が実績と今後の目標を発表しました。
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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