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皆さまこんばんは。本日はお忙しい中、本年度第２０回夜間例会に
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。
先週11月15日の例会から本日までの１週間は、珍しくロータリー関連
は特に何もなく、代わりに18日(日)に私の所属する上尾商工会議所青年
部（ＹＥＧ）の創立４０周年記念式典がございました。上尾市文化セ
ンターにて、元衆議院議員・杉村太蔵さんによる記念講演、記念事業
として埼玉上尾メディックスへの応援用横断幕の寄贈、そして記念式
典、祝賀会と開催されました。こちらにいらっしゃる上尾ロータリー
クラブメンバーの中からも、上尾市議会や上尾商工会議所関連の公職
として多数の皆様にお越しいただき、盛大に４０周年を祝うことがで
きました。お忙しい中、誠にありがとうございました。私はＹＥＧは
あと１年で卒業ということになりますが、上尾ＹＥＧの若い人材から
１人でも多く上尾ロータリークラブに入会していただけるよう、働き
かけていきたいと思います。
さて「ロータリーの友11月号」に、11月はロータリー財団月間とい
うことで、ロータリー財団月間特集と題してロータリー財団のこと、
グローバル補助金のこと、ポリオ撲滅の最新状況などについて、約20
ページにわたり、非常にわかりやすくまとめられています。もうお読
みになっている皆様も多いかと思いますが、まだの方はぜひ目を通し
ていただければと思います。
本日の例会主題にもありますが、11月22日は「いい夫婦の日」とさ
れています。我が家では、子供二人の中学受験のころはその話題でな
にかしら夫婦の会話がありましたが、子供が二人とも進学してからは
なかなか会話の機会が少なくなってしまった気がします。普段、私が
自宅で夕食を食べることがあまりないので、たまに「今夜は家で夕食
を食べてもいいですか？」とLINEで妻に尋ねると「OK！」というス
タンプで返信がきますが、その直後に「ただし、自分の食べるものは
自分で買ってきてください」というメッセージが届きます、自宅で食
卓の１席を使用してもいいですよ、という意味のようです。本年度は
会長を仰せつかっていますので、ロータリーを題材として夫婦の会話
が増やせればなと思います。
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11月の最終例会は、移動例会として「ポリオ撲滅
カウントダウンチャリティコンサート」となります。
埼京線・与野本町駅の「彩の国さいたま芸術劇場」
にて、もと財団奨学生の４人によるコンサートを鑑
賞します。ご参加の皆さま、よろしくお願いいたし
ます。
そして12月第1週は、親睦旅行ということで、台
湾を訪れ、台南東北ロータリークラブ様と友好クラ
ブ締結式を実施します。全員で17名のご参加、あり
がとうございます。本日、航空券や入出国書類など
をお配りしておりますのでパスポートとともに忘れ
ずにお持ちください。
本日の例会主題は、いい夫婦の日に因んで「11月
結婚祝いの会員による夫婦円満の秘訣」と、その前
に誕生祝いの皆さまのスピーチがございます。本日
も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
皆さまのお手元に「2019
年 新春賀詞交歓会」のご
案内をお配りしました。来
年１月７日（月）午後５時か
ら、東武バンケットホール〈
フローラ〉で開催されます。
例会扱いですのでご参加をお願いいたします。

私は昭和７年11月1日生まれで85歳になりました。
こ
れからも、できるだけ長く皆さんとロータリーライフを楽
しんでいきたいと思います。本日はありがとうございまし
た。
長沼 大策会員
昭和42年生まれ、51歳になりました。おかげさまで、
「上尾さくらまつり」
「あげお花火大会」
「あげお産業祭」
などさまざまなポスターやパンフレットの制作・印刷、
ＨＰ制作業務をお請けし、今は聖学院大学の学生さん
と上尾市協働のまちづくり推進事業で賑わいマップづく
りをするなど、締め切りに追われながら忙しい誕生日を
迎えました。お祝いいただきありがとうございました。

例 会 主 題

11月22日＝
「いい夫婦の日」
にちなんで
11月結婚記念日祝会員による
夫婦円満の秘訣について
結婚記念日

おめでとうございます！

岡野 晴光会員
私は結婚して56年にな
ります。昭和37年（1962年）、
東京オリンピックのすぐ後
に結婚しています。女房は
大学の時、
２年下でした。
大学の時はそれほど知って
いませんでしたが同じ製薬会社に入っての職場結婚で
した。
うちは薬局だったので薬剤師の女性と一緒になり
たいなぁと思っての結婚です。
私はキリスト教徒で、一ツ橋のＹＭＣＡで結婚式を挙
げました。昭和37年というのは物資はとても少ない頃だ
ったのですが、それでも新婚旅行は那須と川治温泉に
行きました。僕が25歳で、女房が23歳でした。翌年、父
が他界したので女房は会社を辞めて店に入っていただ
きました。
さらに翌年、私も製薬会社を退職して足立屋
薬局に入りました。私が店に入った頃は、薬の乱売時代
で、店先にフンドシビラという値札を掲示して安売りを
し、夫婦２人で何年か365日休まずに営業していました。
20年くらい経って私は埼玉県薬剤師会の理事になっ
て、お医者さんと医薬分業の話をして、上尾では比較的
順調に話がまとまり、ある程度、利益を上げました。昭和
63年に株式会社にして私が取締役になりましたが、平

委員長報告
ロータリー財団委員会 藤村 作 委員長
11月129日はポリオ撲
滅カウントダウンチャリティ
コンサートが、彩の国さい
たま芸術劇場で行われま
す。ぜひご参加のほどお願
いいたします。

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

武重 秀雄会員

おめでとうございます！
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成30年に会社を子供に譲り、長女が社長に、次女が管
理薬剤師になって薬局を経営しています。男の子もいて、
体が不自由で、私は社会福祉法人上尾あゆみ会の理事
から理事長を昨年まで務めさせていただきました。いま
私たち夫婦は上町のマンションに移り暮らしています。
これからも女房と二人三脚で歩んでいきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうご
ざいました。
尾花 正明会員
本日は結婚＆誕生祝い
をいただき心から御礼を申
し上げます。私が結婚した
のは1982年で、今から36
年前です。私が31歳、妻が
28歳のときに、ホテルオー
クラで披露宴を行いました。
36年間の結婚生活が続いている
「夫婦円満の秘訣」
で、
１番のポイントは「自然体」でつきあっていることだろ
うと思います。
２点目は結婚記念日を忘れないことです。そのために
私は県民の日に結婚しました。
と思っていましたら、父が
他界し、私が42歳の時でしたが、武重先生と飯田実さ
んのご紹介でロータリーの仲間に入れていただいて、以
降はお花を届けていただいているので結婚記念日を忘
れることはありません。
３点目は、大塚ＰＧが国際大会に奥様と必ず旅行に
行かれているのを見倣って、自分が所属している団体で、
夫婦同伴で参加できる企画には一緒に参加することで
す。今回も台南東北ＲＣにも夫婦一緒に参加させていた
だきます。先日は、埼玉県人会の企画で鉄道博物館のリ
ニューアルオープンを夫婦で見てきました。
もう１点は食事ですね。
ＪＣやＹＥＧに所属していた
頃は１年間のうち自宅で食事をしたのは15〜16日くら
いしかありませんでした。その中で、家族の誕生日には
なんとか一緒に食事をする機会を設けました。ロータリ
ーの地区大会には毎年出席できていませんが、実は大
学の校友会の全国大会の日程と毎年重複し、今年は石
川、去年は沖縄、その前は鳥取・島根、その前が滋賀で、
夫婦で参加しディスカバーJAPANを味わっています。
さらにもう１点は愚痴話をすることです。
うちにジャッ
クラッセルテリアという子犬がいて、女房に言いたいこ
とがある時は、犬に言うんですね。女房も女房で、私に言
いたいことがある時は、犬に言っています。犬がいまキュ

ーピッドになっているわけです。
今後もロータリーの皆さんとは自然体でおつきあい
させていただきたいと思っていますので末永くよろしく
お願いいたします。ありがとうございました。
名取 勝 会員
今日は誕生と結婚と両
方お祝いいただきありがと
うございます。誕生からいく
と1940年生まれ、78歳に
なりました。先月は無事に
運転免許証の更新をしま
した。車に乗れないと不便なので、今後はどうしようかと
思いますが、
３年後の更新の時期には自動運転システ
ムの車がでてくるのではないかなと期待を込めていると
ころです。
結婚の方ですが、51回目の記念日を迎えました。
「い
い夫婦の日」
ということですが、私についていえば、一切
を気にしないで今日まで来ているということですね。女
房と海外旅行に行ったことが今まで一度もなかったの
ですが、今年、女房から
「行ってみない？」
と言われ、
９月
末から12日間、シンガポールに行ってきました。ホテル
のみのプランで、あとはオールフリーです。地下鉄の路
線図とスマホを持ってあちこち歩き、結果的に１日1万
5000〜6000歩を歩いていました。感じたのは、初めて
海外旅行してみて、意識しなかったけれど、面白く過ご
せました。
年をとっていちばん感じるのは、若い頃とどう世界が
変わっているかということですね。変化の激しい世界で、
長生きできて、世の中の変化を見ていられるのはたいへ
ん面白く、興味があります。
うちの倅も工場を持っていま
すが、
ＰＣを見ながら英語で仕事をしています。世界の
変化を見ながら皆さんと楽しく食事をさせていただいた
ことを感謝しています。
どうもありがとうございました。

岡野会員、尾花会員、名取会員、
夫婦円満の秘訣をご紹介いただき
ありがとうございました！
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2018〜2019年度 11月 出席表

スマイル
樋口会長／宇多村幹事／須田副会長／斎藤修弘副幹事／
武重会員／岡野会員／尾花会員／細野会員／
名取会員／齋藤博重会員／久保田会員／藤村会員／
長沼会員／門崎会員／春日会員／丹井会員／山田会員／
大木崇寛会員

第２760回 移動例会

2018.11.29
於：彩の国さいたま芸術劇場

地区R財団委員会が企画した「ポリオ撲滅カウントダウンチャ
リティーコンサート」が開催され、移動例会で訪れました。
元財団奨学生による演奏に感動しました。訪れた会員の皆様、
お疲れ様でした。

2018.12.2〜12.4
台湾への親睦旅行で、12月3日（月）台南東北ロータリークラブさんの例会に参加し
大歓迎をうけ、当クラブと友好クラブの締結式を行いました！
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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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第２761回 例会 親睦旅行

