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インスピレーションになろう

行事予定

3月14日 卓話「県政出前講座
            埼玉で開催! 東京2020
            オリンピック・パラリン
            ピック」埼玉県庁オリン
            ピック・パラリンピック課
3月21日 定款の規定により
            休会
3月28日 卓話「ベトナム
            　　 国際奉仕報告」
            深澤国際奉仕委員長
            大木（保） 〃副委員長

2018-2019年度　樋口 雅之 会長会長あいさつ
　皆さまこんばんは。本年度第32回の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。米山記念奨学生　鄭
維嘉さん、ようこそ！後ほど、ご挨拶をお願いいたします。
　まずはロータリー関連です。①来週は、2月27日(水)クレア鴻巣にて
開催されます第５グループ・インターシティミーティング（ＩＭ）に
振り替えとなります。多数の皆さまのご参加をお待ちしております。
　②3月3日～6日の４日間、ベトナム・ダナンでの国際奉仕プロジェク
トに、深澤国際奉仕委員長、大木保司副委員長、齋藤博重さん、久保
田さんと私とで行ってまいります。障がい児施設への奉仕ということ
で、本日、募金箱を設置しておりますので、皆さまのご協力をよろし
くお願いいたします。
　③2009年度 細野会長年度 島村さんがカウンセラーをお務めいただい
た米山記念奨学生の河正一（ハ・ジョンイル）君から「本年４月より大
阪府立大学の准教授として働くことになった」と連絡がありました。
　さて、本日2月21日はどんな日かと、調べてみました。
❶世界母語デー：1952(昭和27)年2月21日、当時はパキスタンの一部
だったバングラデシュにて、母国語であるベンガル語を公用語として
認めるようデモ活動していた市民に警官隊が発砲、4人の死者を出して
しまいした。バングラデシュでは、この出来事を独立運動の中の重要
な事件のひとつとして位置づけており、2月21日は「言語殉教者の日」
に制定されています。また、ユネスコがこの事件にちなみ、2月21日を
「国際母語デー」として国際デーのひとつに定めました。
❷食糧管理法公布記念日：1942(昭和17)年2月21日に、国民の食糧確
保・経済安定を目的とした「食糧管理法」が公布されたことを受けて
記念日に制定されました。
❸漱石の日：当時の文部省が文豪としての夏目漱石に対して、文学博
士の称号を贈る予定でしたが、これを知った漱石自身は、「自分に肩
書きは必要ない」として、1911(明治44)年2月21日、称号付与を辞退
する旨の手紙を時の文部省に送ったそうです。漱石のその気概を賛え
て、記念日に制定されました。
❹現存する最古の日刊新聞が創刊された日：1872(明治5)年2月21日、
現存する中で日本初の日刊新聞となる『東京日日新聞』（現：毎日新
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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INTERCITY MEETINGが開催されました！
2019. 2. 27 （第2772回例会）

スマイルスマイル
出席　　会員数　　38　　　出席数　　24
欠席　　欠席数　　14　   　（％）　 63.16
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  0
修正（％）　 　  100.00 　      （Ｍ・Ｕ）     0

出席率

於：クレアこうのす

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／
大塚信郎会員／尾花会員／大木保司会員／齋藤博重会員／深澤会員／
久保田会員／藤村会員／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／小田切会員／大木崇寛会員

るときにネットでご覧いただければ
と思います。未来へつなぐプロジェ
クト　miraiproject.jp　未来へ
つなぐメッセージ　未来を担う子
どもたち （featuring May J.）
　ＪＣでそうであったように、ロー
タリーの活動、機会を通して自分
自身もっと成長していきたいと思い
ます。皆様のご指導をお願いいた
します。本日はご静聴いただきあり
がとうございました。

未来へつなぐプロジェクト　http://miraiproject.jp　
未来へつなぐメッセージ　未来を担う子どもたち （featuring May J.）

　RID2770 第５GのIMが、鴻巣水曜RCさんの主幹のもと、クレアこうのすで開
催されました。米山記念奨学生紹介で、鄭維嘉さんは急にステージにあがることに
なったにもかかわらず、堂 と々スピーチを披露しました。クラブ活動報告では、樋口
会長が2018年に行った奉仕活動・親睦行事などを紹介させていただきました。
　次年度主催者挨拶では島村健 次年度ガバナー補佐が、また次年度ホストクラ
ブ会長挨拶では須田悦正次年度会長が、それぞれ次年度に向けての抱負を語り
ました。次年度は当クラブがＩＭのホストクラブになります。第５Ｇがいっそう盛り
上がるようなＩＭを目指してプランニングしていきましょう！

大木会員、卓話を披露していただき
ありがとうございました！
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で結婚式を挙げたのですが、当時はＪＣとＹＥＧの両方
に所属していて、ご列席いただいた皆さんは座っておら
ず、大宴会会場のようなたいへん賑やかな式になりまし
た。二次会でも飲みすぎ、翌日からのハワイの新婚旅行
では二日酔いを越して三日酔いでした。
　趣味はスキーで準指導員の資格を取得しています。
学生時代はスキー部に所属して、修学旅行生をメイン
にレッスンをしながら練習をしていました。
　生い立ちですが、かおる幼稚園、大石北小学校、大石
中学校に通い、中学校では剣道部に所属しました。高校
は埼玉栄高校で弓道部に所属し
高校３年では主将になりインター
ハイに出場もしました。大学は千
葉商科大学、経営学部です。この
時に体育会スキー部に入るので
すが、12月から3月まで山に籠っ
て、追試を受けに千葉に戻るぐら
いの山生活をしてい
ました。車山高原スキ
ー場の８人部屋に寝
泊まりし、１人が風邪
をひくと全員にうつっ
てしまうなど環境は
悪かったのですが、
学生だったので、タダ
でスキーが滑れるのはラッキーだなと思っていました。
関西や九州からの修学旅行生をメインにスクールでス
キーを教えるのですが、この頃、とてもモテましたね（笑）
　そして社会人になるのですが、就職氷河期で約20社
就職試験を受けて、日本タイプライターに入社し、映像
事務機販売推進部に配属され、コピー機の飛び込み営
業をしていました。１日100件がノルマでしたが、誰も相
手にしてくれなくコピー機も売れるわけもなく、挫折を味
わい、公園で時間をつぶし、３カ月で会社を辞めてしま
いました。再就職先を探していたら、家業の栄電業の会
長（父）がありがたいことに入社させてくれました。今ま
で文系だったので電気のことはわからなかったのです
が、一念発起して独学で電気工事士と施工管理技士の
資格を取得し、また、第一種電気工事士と一級電気工
事施工管理技士の資格も取得しました。現場を知らな
いと使い物にならないと思われるので、電気工事の職人
として現場に入り、一番思い出のある施工現場は、さい
たま新都心変電所です。ゼネコンがひしめく現場で、約
１年間さいたま新都心に通いました。2015年に代表取

締役に就任し、現在は社員11人で、公共工事と民間工
事を50％ずつの
割合でやってい
ます。昨年、施工
現場が県知事賞
を受賞し、電気
では１社だけで
した。民間工事
では工場関係
のクライアントが多く、移転に伴う工場建設や、生産ライ
ンの電気容量の計算など得意中の得意ですので、ぜひ
何かありましたら栄電業にお問い合わせください。施工
事例はホームぺージに掲載されています。
http://www.sakaedk.co.jp/ ご参照ください。
　次にＪＣのお話しになります。24歳で上尾商工会議
所青年部に入会し、28歳（2003年）で埼玉中央ＪＣに
入会しました。2011年に埼玉中央ＪＣの理事長、2013
年に埼玉ブロック会長、2014
年に日本ＪＣ会務担当常任理
事、2015年に日本ＪＣ監事を
務め、ある意味、言いたい放
題言って卒業しました。
　ＪＣでは、議案を上程しても
なかなか通らなくて何のため
にやるのかという目的、目的を
達成するための手法、目的達
成後の効果等を徹底的に議論の中で教えこまれました。
　2011年、理事長の時に東日本大震災が起こり埼玉ス
ーパーアリーナに双葉町の方2500名が避難してきた
ので炊き出しを行いましたが、予算がなかくて途方に暮
れていたら１人の先輩がブースに訪ねてきて、領収証を
全部まわせといわれて、結局150万円ほどを支払ってく
ださいました。
　2014年、日本ＪＣに出向していて復興支援の委員会
を担当していました。震災が風化していくのを防ぐため
にどうしたらいいか考え、未来につなぐメッセージが詰
まった復興支援ソングを歌手のMay J.さんと作成しま
した。3000万円くらいかかると言われた費用も、私たち
の思いを汲んでいただいて、映像も歌も著作権フリーに
してくださったうえ500万円くらいで済みました。思いは
つながるなぁと感じたとともに、戦後復興のシンボルが
東京オリンピックだったように震災からの真の復興が
2020年の東京オリンピックであることを願って歌い紡
いでいこうと思っています。（こちらの映像はお時間があ
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結婚・誕生祝い
お誕生日　おめでとうございます！

結婚記念日　おめでとうございます！ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生   鄭　維嘉（てい　ゆいか）さん 

大木　崇寛　会員

須田　悦正　会員

◇訂正とお詫びです。先日
FAXした３月の行事予定
表で3/28の例会場が変更
とありましたが、いつもと同
じポリアスになります。
◇ＩＭのご案内をお配りし
ました。多くの方のご参加をお待ちしております。

聞）が創刊されました。
　今月、誕生祝いの会員さんと同じ誕生日の有名人
は、（敬称略）
2月 1日 岡野会員→中村雅俊、山本譲二
2月11日 富永会員→鳩山由紀夫
2月14日 須田会員→マルシア、酒井法子、山口紗弥加
2月22日 横山会員→加納典明、狩野英孝、陣内智則、
谷啓、佐々木主浩
2月25日 春日会員→有野晋哉、松山英樹、寺脇康文
などがいらっしゃるということです。
　本日の例会主題は、大木崇寛会員の新会員卓話と
なります。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

例 会 主 題

宇多村　海児幹事
幹　事　報　告

　私と同じ誕生日の有名人にはちょっと問題を抱えて
いる人がいましたが、その人たちのぶんの「幸せ」を私が
受け継いでいるのだなと思いました。これ以上素晴らし
い人生はないと思っていますので150歳くらいまで幸せ
に生きたいと思います。ありがとうございました。

新 会 員 卓 話

　本日は新会員卓話の機
会をいただき感謝を申し上
げます。２部構成でお話し
したいと思います。第１部
は私の人となりや仕事につ
いてで、第２部は人生のタ
ーニングポイントとなったＪＣについてです。
　私は1975年3月3日生まれです。ひな祭りの日なので
誕生日は覚えられやすいのですが、女の子から初めても
らったプレゼントはひなあられでした。うさぎ年の魚座
で、妻＆子供の３人で暮らしています。ブリランテ武蔵野
 

　４月から社会人ですが、まずは研修が府中で始ま
ります。府中は今の住まいから遠いので、３月末に
会社の寮に引っ越しをすることにしました。研修期
間は９月までと長く、その期間は必死に勉強しよう
と思います。
　２月末にアルバイト先が閉店することになってし
まい、それでアルバイト生活は終わります。
　３月中旬に両親が日本に来る予定です。母は１週
間くらい滞在するので日本のあちこちを案内しよう
と思います。父は仕事の都合で滞在は短いですが、
大学の卒業式に出席してくれます。
　米山記念奨学生でいられるのは、あと１か月間で
すがよろしくお願いいたします。

大木　崇寛　会員

春日　孝文　会員
　誕生祝いありがとうございました。40歳を過ぎる頃か
ら年齢を感じるようになり、最近は白髪が増えました。頭
皮が弱いため染めることができず、このままでいようと思
っています。１年半前にお酒とタバコをやめ、健康に留
意していこうと思っています。２月第４週から花粉が多く
舞い始め、うちの薬局も花粉症の薬が売れています。

　今日受け付けで結婚記念日祝いといわれるまで忘れ
ていました。息子が８歳になるので、ひょっとしたら節目
の結婚10周年かもしれません。今年はロータリークラ
ブから花束が届くそうなので楽しみにしています。


