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行事予定
4月18日 卓話「水道水ができる
まで。水道法改正による
市民への影響」
4月25日 卓話 こんろボンベ、新
型バッテリー、ミネラル水
事業などで業績伸長へ
小林裕一郎会員

2018-2019年度 樋口 雅之 会長

皆さまこんばんは。本年度第36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。本日は、RID2770
第５Gガバナー補佐 鴻巣水曜ＲＣ 山口光男様、幹事 成田志津子
様、公益社団法人 埼玉中央青年会議所 資質向上委員会 委員長 小池佑
弥様、副委員長 阿部哲男様、ようこそいらっしゃいました。
そして米山記念奨学生 鄭維嘉さん、ようこそ！いよいよ現役の奨学
生としては最後の例会ですね。ご就職されても、ご都合が合うときに
はいつでも例会に遊びに来てくださいね。
４月３日(水)第５Gゴルフコンペには当クラブより３組12名のエント
リーをいただいております。ご参加の皆さま、よろしくお願いいたし
ます。４月４日(木)の例会は上尾駅東口駅前にて献血活動となります。
第36回全国ロータリー甲子園野球大会は、当クラブは６月２９日(土)が
試合日ということになりました。
さて、春といえば桜ですが、今年の桜の開花は平年並みか平年より
もやや早めだそうです。東京の上野恩賜公園では本日現在５分咲き、
埼玉の大宮公園では７分咲きということです。日本人にとって、お花
見は春の楽しみの醍醐味だと思います。ではお花見はどうして普及し
たのでしょうか。実は、江戸幕府八代将軍の徳川吉宗が、享保の改革
の「倹約令」によってたまった庶民のうっぷんを晴らすため推奨した
ものだったそうです。こうして、お上の推奨のもと全国的に普及して
現在に至ります。しかも、吉宗の知ってか知らずか、桜の花粉には興
奮作用のある「エフェドリン」という成分が含まれていました。だか
ら、楽しくて騒いでしまうんでしょうね。うっぷんを晴らす材料の機
会がお花見だったということです。
現在では、新入社員に昼から場所取りをさせてお花見をする、とい
うような会社は少なくなってきているようですが、今から22年前、私
が京都で新入社員だったころはまだまだそういう習慣がありました。
入社２年目までの男子社員は、お花見当日は業務につかず、京都の円
山公園で朝から場所取りをし、夕方にライトアップされた桜を観なが
らお酒を楽しむ、そんな時代でした。
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

今回、地域の皆さまにもご参加いただける一般公開
定例会を企画しました。内容は、箱根駅伝で青山学院大
学を４連覇に導いた原晋監督をお招きして「青山学院
大学陸上部から学ぶ、成長するための秘訣」
という講演
です。
４月８日に、市民会館おおみや大ホールで19時か
らの開演になります。会社の研修にもつながる内容です
ので、チケットをお申し込みいただきご参加いただきたく
お願い申し上げます。

告

◇４月のロータリーレート
は１ドル＝１１０円です。
◇RLI卒業後研修の案内
が届いています。
◇第５Ｇゴルフコンペの登
録料がまだの方はよろしく
お願いいたします。
◇本日の例会後、懇親会で「鄭さん卒業＆就職祝い」を
行います。皆さまご参加のほどお願いいたします。

米山記念奨学生

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

２年間、あっという間に
終わってしまいました。
３月
19日に大学の卒業式があ
り、袴を着たのですが、
とて
もきつくて日本人は大変だ
なと思いました。
この日は
両親が日本に来て、たくさん写真を撮りました。寂しいと
いう実感がなくて友達とわいわい過ごし泣きませんでし
たが、入社式が近づいてくるにつれ、寂しくなってきまし
た。31日に引越し、
４月１日が入社式になります。将来、
どの国でどのように働くかまだ考えていませんが、今は
日本の会社でがんばっていこうと思います。
２年間、やさ
しくしていただいてありがとうございました。大好きです。

ビ ジター あいさつ

鴻巣水曜RC（第５Gガバナー補佐） 山口光男様

先日のＩＭが成功裏におわりましたことに厚く御礼を
申し上げます。ありがとうございました。
また４月３日のゴ
ルフコンペで上尾さんには３組の登録をいただいており
ありがとうございます。桜も満開でしょうから、ぜひ楽し
んでいただきたいと思います。

米山功労者感謝状

大塚 信郎 会員
メジャードナー第29回

RLI修了証授与

宇多村海児 会員
RLI PartⅢ修了

鴻巣水曜RC 2018-19年度 幹事 成田志津子様

第26回ふれあい鴻巣ウォーキングが４月27日に開催
されます。
Ａ、
Ｂ、
Ｃコースがあり、それぞれ趣が異なって
います。皆様の脚力にあわせてご参加いただけるとあり
がたいです。今後も長く続けていきたいと思いますので、
ふるってご参加いただきたくお願い申し上げます。

結 婚・誕 生 祝 い

ゲ ストあいさつ
埼玉中央青年会議所 資質向上委員会 小池佑弥様

お誕生日

おめでとうございます！

AGEO ROTARY CLUB

平均50人から60人です。枯葉剤の影響を受けた第3世
代、第4世代でになります。ベトナムでは第3世代以降に
52歳になりました。ありがとうございました。
ついては枯葉剤被災者扶助制度の対象になっていませ
大塚 崇行 会員
ん。
また、両親、祖父母ともに戦争に不参加であるが枯
52歳になりました。誕生日当日は米山修了式の日で、
葉剤の影響を受けた地域で暮らしていた、困難なケース
鄭さんからケーキを頂き、いい誕生日になりました。
を持つ家族は第3世代、第４世代、第５世代まで枯葉剤
齋藤 哲雄 会員
の被災者がいます。センターで子供たちはお線香を作る
などの技能を習得しています。鴻巣ＲＣさんの支援事業
60歳、還暦になり、厄払いを遍照院で行い、いい一年
になればと思います。甲子園の日程も決まったので、皆さ の内容は、日本円￥150.000-を寄付し、雨季に雨が建
物内に入らないよう、雨よけのテントを設置しました。
ま
ん全力でプレーして、
また１勝したいと思います。
た子供たち全員にお菓子等の詰め合わせを直接手渡し
芳賀 克久 会員
したそうです。
本日35歳になりました。私は53cm、4395グラムで生
上尾ＲＣ+鴻巣ＲＣさん+春日部イブニングＲＣさん
まれました。医学的に巨大児と呼ぶそうです。誕生日は
合同で今回支援にお訪ねしたのは、
「ダナン 捨て子、
私自身を祝うことに加え、私をを生んでくれ、
８年前に他
身体障がい児、枯葉剤の影響を受けた子供の養育セン
界した母に感謝したいと思います。
ター」です。
このセンターは、現在22名の子供を養育して
います。重度障がい児（水頭症、ダウン症、統合失調症や
結婚記念日 おめでとうございます！
ポリオなど）は７名が入所しています。
この子供たちは、
富永 建 会員
自分の意志がなく、植物状態で不自由なまま養育されて
結婚46年が経ちました。お祝いの花束を頂いた際に、 います。施設での平均寿命は15歳程度です。
また、生ま
「素晴らしい花ね」
と女房が言ったのが印象的でした。
れた後、お寺の前、駐車場、病院等で捨てられた捨て子
長生きしたいと思います。
これからもよろしくお願いいた
が15名入所しています。
ここ数年で重度障害児15名が
します。
亡くなってしまいました。センターの経費は１カ月８千万
ドン＝日本円で40万円くらいです。内訳は、養育している
春日 孝文 会員
結婚20年目を無事に迎えました。
この先、30年、40年 22名分の食事、紙おむつ、粉ミルクと、12名分の職員の
給料（職員の給料は平均50万ドン＝日本円で一ヶ月1
と迎えられうようがんばりたいと思います。
万2千円ぐらい）です。当クラブはここで、遊具と、紙おむ
長沼 大策 会員
つ・粉ミルク・支援金などを寄付してきました。施設長さ
結婚17年を迎えました。先月、
３泊４日で４万円という格
んは非常に感激してくださったので、私たちもロータリー
安プランで台湾に行きました。LCCの乗り心地はまずまずで でいいことができたなぁと感動をしました。
した。台北駅近くのホテルに泊まり地下鉄を乗り回し、ストリ
国際奉仕委員会 大木 保司 副委員長
ートフードや台湾式整体など満喫、お買い得な旅行でした。
なぜダナンの支援が行われたかというと、藤村年度に
ベトナム・ハノイに支援に行った際、通訳や支援サポート
例 会 主 題
をしてくれたアンさんに、地元を訊ねたら、ダナンだとい
ベトナム・ダナン 国際奉仕事業報告
うことでした。そこでダナンで支援できるところを調べて
国際奉仕委員会 深澤 圭司 委員長
いただき、昨年７月に数名で３つの施設を見学させてい
3月３日〜６日、ベトナム
ただきました。
１つは国営だったので、残りの２つを支援
・ダナンに、上尾ＲＣ・鴻巣
しようということになりました。
ＲＣ・春日部イブニングＲＣ
当初、PETSでどこかのクラブに支援していただくよう
の国際奉仕合同事業に行
諮ろうと思っていたのですが、見学に行ったクラブのロ
ってきました。
ータリアンは悲惨な現状に胸を打たれ「自分たちのクラ
鴻巣ＲＣさんは「ダナン
ブが至急支援しなければ」
となって、樋口会長に相談し、
枯葉剤障がい者・児童福祉センター」の支援をしていて
今回の訪問が実現しました。今後も引き続き支援をして
現在、センターで養育している枯葉剤の被災子供数は
いきたいと思います。本日はありがとうございました。
宇多村海児

会員

「米山記念奨学生 鄭維嘉さん卒業&就職祝い & 芳賀委員長誕生祝い」を行いました！

スマイル

鄭さん、おめでとうございます！ 社会人になって、
ご活躍されることを心からお祈り申し上げます！

鴻巣水曜RC 山口光男様 成田志津子様
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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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於：北の国バル 上尾店

