創 立 １９６３年３月１６日

2017‒18年度R.I.テーマ

ロータリー：変化をもたらす

第２723回 例会

会長あいさつ

２０１8. 2. 22

週 報
発 行

2017-2018年度 藤村 作 会長

皆さんこんにちは、本日も寒い中、例会出席いただきありがとうござ
います。先日18日の日曜に家族で川場スキー場に行ってきました。当日
は吹雪で大変な気候の中でスキーをしていたのですが、山頂近くの急斜
面を滑っていた時、真っ赤なスキーウエアを着たやたら速く滑り去って
行った人がいました。一休みしに休憩所にいたとき、館内放送がかかり
「これから平昌オリンピックモーグルの銅メダリスト原大智さんの報告
会があります」とのことで見に行くと先ほど真っ赤なウエアで滑ってい
た人でした。メダリストと一緒に滑ることが出来感激でした。
本日は新市長がゲストの予定でしたが諸事情で来られなくなりました。
55周年式典には来ていただきたいものです。では2週間の報告です。
9日には会長幹事会がありました。そこではIMについての話のみでし
た。来月には次年度の会長幹事会が始まるようです。いよいよ樋口年度
も動き出すのかなと思う次第です。
15日は桶川市民ホールでIMがありました。参加して頂いたメンバーの
方々お疲れ様でした。例年に比べ時間が多少長かったですが充実したIM
でした。桶川RCの意気込みを感じた次第です。記念講演では日本のロー
タリー100周年実行委員会ビジョン策定委員会委員長で第2840地区パス
トガバナーの前橋ロータリークラブ所属の本田博己様が「奉仕の理念を
実践しよう」〜日本のロータリー100周年に向けて〜ということでご講演
頂きました。日本のロータリーの職業奉仕の考え方は世界の考え方とは
異なっていてこのままでは世界に取り残されてしまう。職業奉仕は5大奉
仕の一つであってその上に奉仕の理念があるとのことでした。なかなか
難しく哲学的なこともあり結論がある話ではないのですが、ロータリー
について考える良いきっかけになったのではないかと思います。
明日23日は国際ロータリー創立記念日です。ポール・ハリスが1905年
にシカゴで３人の友達と初めて会合した日にちなんで制定されています。
2月23日を祝う創立記念日は、「世界理解と平和の日」として順守されて
いるそうで、この日、各クラブは、国際 理解、友情、平和へのロータリ
ーの献身を特に認め、強調しなければならない、とのことです。本日の
卓話はこのことについて皆さんが考えるきっかけになる素晴らしい卓話
が用意されています。本日も宜しくお願いいたします。
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◇4月5日に献血運動を行
います。当番表は改めてご
連絡いたします。
◇3月1日に記念植樹を行
います。活動写真は『ロータ
リーの友』に掲載予定で、
まとめてRI会長に送信します。人数が多い方がよろしい
と思いますので、
ご参加をお願いいたします。
◇4月13日（金）大宮ソニックシティで地区研修・協議会
が開催されますのでよろしくお願いいたします。
◇2020-21年度のガバナーに、川口モーニングＲＣの
中里公造さんが選出されましました。

感動して泣いてくださって、一次会で帰ろうと思っていた
のですが4年生から二次会に誘われ、就活中で今日面接
やインターンシップが行われる3年生がたくさんいたので
すが、みんなで朝まで残ってくれて、役員として最後のイ
ベントが終了しました。やさしい人たちに恵まれてとても
楽しい一夜を過ごしました。

委員長報告
職業奉仕委員会

長沼 大策委員長

お誕生日

幹事報告にあった記念植樹の前は、職業奉仕の移
動例会になります。10時50分にあゆみ会上平事業
所に集合になります。よろしくお願いいたします。
ホビー委員会

芳賀 克久委員長

4月12日に開催される第５Ｇのゴルフ大会につい
てご案内です。このゴルフ大会は例会扱いと伺って
います。上尾クラブから３〜４組参加したいと会長
から伺っています。ご参加のほどお願いいたします。
創立55周年記念実行委員会 小林邦彦委員長

先日、記念事業の組織図をFAXさせていただきま
した。よろしくご協力のほどお願いいたします。
3月16日の記念式典の出欠のお返事がまだの方が
いますのでよろしくお願いいたします。

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生

須田

おめでとうございます！

悦正会員

2月14日に46歳になりました。まだ人生の1/3く
らいです。一生懸命生きていきたいと思います。あ
りがとうございました。
春日 孝文会員

2月25日に45歳になります。1月〜3月は予算の作
成でヘトヘトになっているのと、薬局も繁忙期で、
インフルエンザの患者さんが１月も２月も今までに
ないほど多く、3月に入ると花粉症の患者さんが増
えそうです。私個人では、この時期に人間ドック行
くのですが、半年前にタバコをやめたら体重が増え
てしまい、肝臓の脂肪もたまってしまいました。人
間ドックにひっかからないように痩せようと思って
いる今日このごろです。ありがとうございます。

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

最近は就活で会社説明会に参加していますが別の話
をします。昨日、私が所属している天文同好会の追い出し
コンパがありました。部活ではなくサークルなのでコンパ
を開催する義務はないのですが、
４年生にお世話になっ
ているので、
３ヵ月前から私が企画し、50人ものメンバー
が集まってくれました。以前はメンバーが少なくて廃部に
なりそうだったのですが先輩たちががんばってくれて今で
は200人以上いるサークルになりました。11人いる卒業
生には、手作りで色紙を作りプレゼントしました。みんな
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沖縄視察：平和について考える
須田

悦正

会員

沖縄の歴史などは説明なしで、私が行った沖縄の現状
のみの説明にさせていただきます。
今回の旅は沖縄に40代の男20人で訪れました。観光
もせずに嘉手納基地、高江ヘリパッドや辺野古の基地を
見に行くという風変わりなものです。風変わりなだけあっ
てなかなか味わえない経験を肌で感じてきました。
◇嘉手納基地
総面積は約19.95㎢。3,700mの滑走路２本を有し、
200機近くの軍用機が常駐する極東最大の空軍基地で
す。また在日空軍最大の基地でもあります。
滑走路においては成田国際空港や関西国際空港との
遜色なく、日本最大級の飛行場の一つということになりま
す。面積においても、日本最大の空港である東京国際空
港（羽田空港）の２倍です。かつてはスペースシャトルの緊
急着陸地に指定されていました。また過去のごく一時期、
日本航空など民間旅客機の発着も行われていました。
18,000人以上のアメリカ人と4,000人以上の日本人
が従事しています。その家族もあわせると50,000人以上、
沖縄にもたらしているものは相当なものになります。
嘉手納基地以外にも沖縄には基地があり、総数は陸海
空あわせて26。そのほとんどは海兵隊と空軍です。
米軍専用施設の割合は約70％。そして米軍が住んでい
る土地割合は約20％です。特に嘉手納町は面積の88％
が米軍基地です。嘉手納基地が最大とはいえ、そう考える
と米軍が沖縄にもたらす影響はすさまじいものがあると
推察されます。
◇高江ヘリパッド
アメリカ海兵隊の北部訓練場を返還する代わりに東村
高江にヘリパッド６カ所を建設することへの東村高江の
区民総会反対決議による問題。ヘリパッドとはヘリコプタ
ーの離着陸場です。
１日正門だけで８時間で34人の警備
員、
３交代制で総人員約100人の警備員を使用。全てア
ルソックの警備員です。一人当たり３万円の警備代で365
日稼働しているとのことなので他のところも計算すると相
当な経費です。
◇座り込み
那覇在住で定食を持たず、自由な生活をしているＡ氏
は「基地反対集会や座り込み運動のバイトはいい金にな
る。日当プラス弁当。掛け持ちで２つの集会に行けない場
合、別の人に行かせてもずいぶんな収入になる。
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◇辺野古 （名護市の地名）
キャンプ・シュワブに近いことから、かつては「辺野古社交
街」
として、米兵で賑わう歓楽街。スナックやバーなどの飲
み屋に英語の看板が掲げられている店が多いですが、そ
の多くが閉店していました。飲み屋以外の商店に転用さ
れていたりしましたが、街の雰囲気は、賑やかだった当時
の面影を残していました。
ここから海岸に行くと、新基地
建設に反対する座り込みや海上阻止行動が行われてお
り、沖縄の反基地運動の最前線の場所となっています。
イタリアンレストランでの話。
ここの街はアメリカ軍で成
り立っていた。米兵夜間外出禁止になってから、急速に人
口も減って廃れていった。基地反対の気持ちもわからなく
ないが、商売のことや街のことを考えると複雑です。ほと
んどの米兵はとても気さくで良い人たちばかりなのよ。ほ
んの少しの悪い人だけを取り上げて、全員悪いってくくり
にするのは反対だなって言っていました。
◇2,000〜3,000人の反対集会
左右の道で雰囲気が全然違います。基地側の雰囲気
は平和的。テント側はとても怖い雰囲気。実際、基地側で
撮影していても誰にも止められなかったけれど、テント側
で撮影したら罵声と共に襲ってくる感じがしました。撮影
を続けていたらカメラを取り上げられていたと思います。
平和と紛争予防／紛争解決について念頭におき、ロー
タリーライフに活かしていきたいと思います。
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職業奉仕移動例会
於：社会福祉法人 上尾あゆみ会
上平事業所

事業所訪問では、岡野パスト会長が以前理事長を務
めていたあゆみ会上平事業所に訪ねました。
ビニールハ
ウス、路面店、タオルを広げる作業、靴の検品作業、おま
んじゅうやお煎餅の製造作業と、グループホームなどを
見学。知的障がいをもつ方が働く様子と、就労移行支援
を親身に行う職員さんたちの姿を見て、当クラブででき
る支援を模索していきたいと思いました。

創立55周年 記念植樹

２０１8. 3. 1

於：上平公園 斎藤修弘記念事業委員長

当クラブが今年3月16日に創立55周年を迎えるこ
とと、国際ロータリー第2770地区の活動方針に「一
人1本の植樹を推進」
とあることから、上平公園バラ
園に、当クラブの人数ぶんにあたる37本の薔薇の苗
木を植樹（上尾市に寄贈）
しました。
きれいな薔薇が
咲いてくれるのが楽しみです！ 訪れる方々の癒し
のスポットになりますように！

ｕｂ Ａｇｅ
Ｃｌ

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

ｂ Ａｇｅ
Ｃｌｕ

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）
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