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皆さまこんにちは。本日はお忙しい中、本年度第９回例会に多数の
皆さまにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。
まずは、今週にかけて上陸した巨大台風21号により被害を受けられ
た皆さま、そして、今日未明の北海道地震で被災されました皆さまへ
は、心より御見舞申し上げます。過去25年で最大規模といわれた台風
21号により、近畿・東海地方で12人の方が亡くなり、28都道府県で負
傷者が500人近く、27都道府県で1000棟以上の住宅被害が引き起こさ
れました。また、皆さまもテレビニュース等で衝撃的な映像をご覧に
なられたかと思いますが、世界初の全人工島空港である関西国際空港
が滑走路の水没と、連絡橋にタンカーが衝突するという甚大な被害を
受け、8000人近い利用客らが一晩孤立状態となり、空港の全面復旧ま
でには数カ月を要するとのことです。
そして本日午前３時頃には、北海道地方で最大震度７という大地震
が発生し、各地で家屋の倒壊や土砂崩れ、液状化現象、停電などが起
こり、人的被害・物的被害の状況はまだまだ計り知れない状況です。
米山記念奨学生の鄭維嘉さんが卒業旅行で昨日から２泊３日の日程で
北海道に行っており、心配になって安否確認のメールを送りました。
先ほど返信が来て「昨日から函館に泊まっており、今日は札幌に移動
する予定でしたが身動きが取れず、ホテルで缶詰め状態です。水道も
電気も止まっておりホテルの部屋が13階なのでエレベーターが使えず
階段で昇り降りするのが大変です。明日、飛行機が飛べるようなら新
千歳空港から、無理なら函館から新幹線で帰るつもりにしています」
とのことです。ここのところ大規模な自然災害や天災が頻発していま
す。予測が難しいので予め避難することはなかなかできないですが、
万一に備えての日頃からの準備や心構えが大切だと痛感します。
さて、先週の例会から今週までの出来事で、私事ですが、先週の夜
間例会の翌日８月31日(金)〜９月２日(日)まで、息子の中学校の文化祭
を見学しに、家族で佐賀県唐津まで行ってまいりました。唐津城の天
守閣のすぐ隣、石垣の内側という恵まれた立地の学校です。初日は、
クラス対抗の合唱コンクールで、息子も夏休みの帰省中に家や車の中
で音痴ながらに合唱の練習をしていたのですが、クラス目標は「最下
位にだ
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位にだけはならないように大きな声で歌う！」で、
みんな一生懸命に大きな声で合唱していました。順
位は優勝から第３位までしか発表されなかったので
３位までには入賞していませんでしたが、最下位を
免れたのかどうかは、わかりませんでした。２日目
は、まず「ふるさと自慢」のパワーポイント発表を
見に行きました。息子は上尾の名産品ということで
上尾串ぎょうざ、アッピー人形焼き、文楽の日本酒、
矢島園のお茶などをパワーポイントでプレゼンして
いました。他の生徒さんは都内や名古屋、福岡など
全国各地から来ていて、名産品や名所も多く、上尾
はなかなか「ふるさと自慢」が苦しいな…と思いな
がら見てきました。その後は、夏休みの課題や自由
研究の掲示と、部活動ごとの発表や模擬店など、家
族で楽しく見学しました。中でも見ごたえがあった
のが、書道部のパフォーマンスで、袴姿の女子生徒
たちが、楽曲に合わせながら、縦４メートル・幅８
メートルほどの大きな紙に、大きな筆で詩を書いて
作品を完成させていました。文化祭の後は、息子も
一緒に家族４人で食事に行ったのですが、唐津市は
海・山・川に囲まれ、呼子のイカをはじめとする海
の幸、佐賀牛をはじめとする山の幸に恵まれ、街は
小さいのですが美味しい飲食店はたくさんあり、初
日は呼子のイカとお魚、２日目は佐賀牛と、グルメ
を堪能してきまして、家族全員、体重が増えて帰っ
てきました。次の学校行事でまた息子の顔を見られ
るのと、美味しいものを食べに行かれるのが楽しみ
です。３日目の朝に、学校から徒歩１０分の学生寮
にもせっかくなので立ち寄ってきました。学習室の
机や棚は思っていたより綺麗に整頓されていたので
すが、４人部屋の居室をのぞいてみると、脱いだシ
ャツや靴下、カバンや教科書などが、足の踏み場も
ないほどに散乱していて、中学１年の男子４人で同
部屋では、仕方ないかな…と苦笑いでした。
２日(日)午後に佐賀から羽田に戻り、その日の夜
は、鄭さんが９月３日お誕生日ということで、大塚
崇行カウンセラーのご家族とうちの家族とで鄭さん
のお誕生日会＆就職内定祝いの会をしまして、また
美味しい海の幸をいただきました。鄭さん、24歳の
お誕生日おめでとうございます！
さて、上尾ロータリー野球部の練習が今月は３回
実施されます。尾花監督、坂本マネージャー、諸々
お手配ありがとうございます。また大塚崇行会計、
部費の集金ありがとうございます。来年の甲子園に

向けて、少しずつ体を慣らしていきましょう。
本日の例会主題は、丹井亮一会員による「新会員
卓話」です。どうぞよろしくお願いいたします。
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宇多村 海児幹事
◇地区大会ポリオ撲滅チ
ャリティゴルフ大会の組み
合わせが決定しました。当
クラブからは会長、私、細
野会員、春日会員の４名が
同じ組で参加します。
◇米山記念奨学生世話クラブ宛に、奨学生学友会合同
奉仕活動が９月17日（祝）敬老の日に春日部の特別養
護老人ホームで開催されるとお知らせが届いています。
米山カウンセラーの皆さまにはぜひ奨学生が活躍する
姿をご覧いただきたくお願いいたします。
◇ガバナー公式訪問まで１ヵ月をきりました。クラブ協
議会が開催され、委員長・理事の皆さま全員にご出席い
ただきたいですが、やむを得ず欠席になる方は幹事ま
でご連絡ください。

委員長報告
久保田 勲 パスト会長
本日9月6日、藤村直前
会長の慰労会を18:30か
ら、三代目うなぎ割烹 恵比
寿亭で開催します。皆様方
のご参加をお願いいたしま
す。

中 川 ガバ ナ ー ビ デ オレター

【基本的教育と識字率向上月間】にちなんで、地
区補助金を使っての奉仕プロジェクトについてと、
アクトの日にちなんだ活動について語られました。
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に行き着くと、細い路地から飛び出してきた犯人が襲い
かかるのは指導手になるので、
「「暗いところに入ってい
丹井 亮一 会員
くのは怖い」
と知り合いが言っていました。
さて、職歴です。大学を卒業した昭和49年はオイルシ
私は1952年8月28日、
ョックで就職難でしたが海運会社に就職でき、
３年勤め
東京都文京区で生まれま
ました。その後、三井系の広告代理店に入社し30年勤
した。先月、66歳になりまし
めました。バブル時代、イベントのセールスプロモーショ
た。最終学歴は法政大学経
ンを多く手掛けました。あるスポンサーの展示即売会で
営学部経営学科で昭和49
は中原理恵さんやケーシー高峰さんなどタレントの仕
年に卒業しました。家族構
込みをしました。
また、
ＴＢＳラジオのミュージックキャラ
成で、妻は丹井宏美といい、平成14年7月1日に入籍し
というコーナ
て現在に至ります。子どもは、長女（独身）、次女（既婚）、 バンという番組の中の「それ行け！歌謡曲」
ーでスーパーの出前イベントを三井物産食品グループ
三女（独身）がいて、そしてエレナというゴールデンレト
がスポンサードしていたので、各地のスーパーを回り、
リバーがいます。現在、
もう１人子どもが欲しいというこ
とで、エレナを長野県・木曽の方の先生に預けています。 三遊亭小遊三さんに懇意にしていただきました。落語家
趣味はゴルフと、スポーツ観戦です。高校の時と、社会 さんと一緒に飲んでいるととても楽しかったですね。
広告代理店を30年勤めた後、健康産業の方に移り、
人になって28〜30歳までアメリカンフットボールをやっ
従事するようになりました。前の会社から、現在は妻の
ていました。ヘルメットやショルダーが当たる音が、なん
ともいえずに好きで何回もアメフトを観に行っています。 宝産業株式会社で代表取締役を務め、北海道から九州
高校は武蔵小杉の法政二高で、私が学生だった当時は まで東洋医学の先生とともに「一人でも多くの方が健康
と今もやっています。健康関係の話はい
関東でアメフト部があったのは７校しかなかったんです になってほしい」
ろいろ案内がきて、水素関連の仕事もしています。いち
ね。28〜30歳までは三井物産のクラブチームに入って
ばん小さな元素である水素は体にいいということで、水
いました。30歳のとき、前後からタックルされて３ヵ月入
素水のビジネスもありますが、私は家庭用風呂を水素
院し、アメフトをやめました。
風呂にする機械のレンタル事業を始め、水素風呂取次
それから先ほどゴールデンレトリバーを飼っていると
申しましたが警察犬の訓練をさせています。日本全国か グループのマネージャーになっています。
マネージャーになったことで、桶川クラブの例会日で
ら1000頭近くの警察犬が集まる競技会が年に１回、10
ある水曜が忙しくなり、尾花さんに相談して上尾クラブ
月に長野県・霧ヶ峰高原で開催されます。数十万という
高額な費用をかけて訓練をして、優勝するとオーナーさ に入会する運びになりました。新会員ということですの
で言っていいものかどうかと思いますが、私のロータリ
んがホテルでパーティーを開催するほど、飼い主はステ
ー歴を申し上げます。平成18年（2006年）4月1日に桶
イタスをもって訓練に臨んでいます。競技会の待機場で
は、訓練された犬でも興奮してしまい、競技開始とともに 川クラブに入会しました。2007-08年にクラブの副幹事
と奉仕プロジェクト委員長、2008-09年に幹事、2009見当違いの方角に走り出してしまう犬もいて、昨年、我
10年（大塚ガバナー年度、上尾クラブ細野会長年度）に
が家のエレナが競技デビューした際も、興奮してしまう
会長を務めました。2011-12年度から地区にでまして、
のではないかと心配しましたが、
２つのマルをもらって
地区職業奉仕委員委員、2012-13年は地区職業奉仕
帰ってきた時は、夫婦で泣いて喜びました。先ほどの家
委員長、2013-14年は地区職業奉仕部門委員長を務め
族構成で敢えてエレナも入れたのは、現在の私達夫婦
ました。
また、2014-15年は地区社会奉仕委員、2014の生き甲斐が、エレナの訓練だからです。いつか皆さま
15年は地区社会奉仕委員長、2015-16年は地区社会
にエレナの姿・映像をご覧いただけたらと思います。
奉仕部門委員長を務めました。普段では口もきけないよ
余談ながら埼玉県の場合、警察犬に嘱託された犬は
各家庭にいるわけです。現在、警察犬は老人の徘徊によ うな方とロータリーでは出逢え友だちにもなれて、人と
接することが楽しく、私にとって宝物です。
る出動が多いそうです。事件があると警察署から、近く
上尾クラブに入会させていただいて、皆さんと仲良く
にいる警察犬に要請がかけられ出動します。出動すると
ロータリーライフを送れたらと思っておりますので、
どう
先頭の警察犬の次に指導手がいて、その後ろに警察官
ぞよろしくお願いいたします。
がいる順になります。強盗事件で出動して、万が一犯人

例会主題〜新会員卓話

スマイル
丹井会員 卓話ありがとうございました！
樋口会長 鄭さんが北海道から無事に
帰ってこられますように！
宇多村幹事 丹井会員、上尾クラブへようこそ！
尾花会員 各地の災害復興が一日も早く
行われますことを祈ります。
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藤村直前会長を慰労する会が開催されました！

於：恵比寿亭
設営 久保田パスト会長

♥

ベトナムへの国際奉仕プロジェクト、創立55周年記念事業&式典、台南東北RCさんとの友
好クラブ覚書交換など大きなイベントをこなしてきた藤村直前会長の功績を讃え、会員全員
から、ねぎらいの言葉がかけられました。一年間、たいへんお疲れ様でした！
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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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須田副会長／斎藤修弘副幹事／
岡野会員／大塚信郎会員／小林邦彦会員／
村岡会員／大木会員／大塚崇行会員／島村会員／
齋藤博重会員／深澤会員／久保田会員／
藤村会員／野瀬会員／長沼会員／門崎会員／
坂本会員／春日会員／小田切会員／丹井会員

