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ロータリーは機会の扉を開く

第２853回 例会

会長あいさつ
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皆さん、こんばんは。本日は会長あいさつの前に今後の例会のあ
り方についてお話しさせていただきます。主に都内で先週から急激
にコロナ感染者数が増えてきて、今後の例会について毎日考えてき
ました。割とコロナ慣れしているようで、当地区だけでなく他のク
ラブも工夫をしながら例会を行っているようですが、７月の第２波
の時と様子が違うなと感じております。そこで、12月第１週はガバ
ナー公式訪問リハーサルを行いますが、その後、臨時理事会を招集
して、12月第２・３週の例会については開催を見合わせようかなと
考えています。政府も「我慢の３週間」と表明していますのでご理
解をお願い申し上げます。
さて本日は武重先生ご夫妻をお招きして、先生の米寿をお祝いし
たいと思います。最近、ロータリーについての記事をよく目にとめ
ますが、気になる記事を１つ見つけました。先週は12年前、特に若
年層のＨＩＶ感染率・エイズの発症率が、先進国の中では日本が抜
きんでて高かったことをお話ししましたが、先日見つけたのはロー
タリアンの女医さんが書いた「日本は子宮頸がんの罹患率が高い」
という記事です。ロータリークラブはポリオ根絶に力を注いで間も
なく地球上からポリオがなくなりそうですが、それを今度は、風土
病になりつつある子宮頸がん撲滅に注いでほしいと書いてありまし
た。子宮頸がんワクチンという話では、私の娘が中学生になった時
に、上尾市がワクチンを推奨しているということで、接種すること
ができました。その接種でお世話になったのが武重先生です。私の
実家はシラコバト団地なのですが、団地の住民のうち武重先生にお
世話にならなかった人はないと言っても過言でないくらい、先生は
地域医療のスーパースターです。私も高校時代、サッカーの試合で
前十字靭帯をひどく痛めたことがあり、その時もお世話になりまし
た。その武重先生の米寿を、私が上尾ロータリークラブの会長とし
てお祝いさせていただけるのは、本当に嬉しく、また光栄なことだ
と感じております。先生、本当におめでとうございます。この後、
一言いただき、本日も楽しんでいっていただければと思います。会
長あいさつは以上です。本日もよろしくお願いいたします。
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◇来週、ガバナー公式訪
問のリハーサルを行いま
す。各委員長に於かれまし
ては宮澤ガバナー補佐よ
り事前情報を聞けると思
いますので出席をお願い
いたします。
◇地区ブライダル委員会からのお知らせです。開催を
予定していたクリスマスパーティーは、コロナ感染拡
大防止の観点から中止になりました。
◇本日の夜間例会後の懇親会は、コロナ感染拡大防
止の観点から、クラブとしては行いません。

ロータリー米山記念奨学生 あいさつ
2020学年度 ロータリー米山記念奨学生 佟針叶さん

皆さん、
こんばんは。卒
論テーマであるムジナモ
は、現地より研究室の方
が育つのが遅くて、研究
を今月中に終わらせるつ
もりでしたが、12月までか
かりそうです。日本と中国ではムジナモは絶滅危惧種
になっていますが、ムジナモに関する論文を読んでい
て、ヨーロッパでは外来種として大量に増殖していて
逆に問題になっていることを知りました。日本、中国、
ヨーロッパの気候や水質にどのような違いがあるのか
今後も注目していきたいです。

結 婚・誕 生 祝 い
結婚記念日 おめでとうございます！
尾花 正明 会員
皆さん、こんばんは。誕生と結婚をお祝いいた
だきありがとうございます。誕生祝いでは11月10
日に69歳になります。結婚記念祝いでは、今年で
38年になりました。記念日を忘れないよう11月
14日・県民の日に結婚式を行いました。ロータリ
ーからも花束が届くので忘れることはありません。
新婚旅行は山陰山陽地方にドライブしながら11日
間行ってきました。先日、２泊３日でGoToトラベ

ルを使いながら富山、五箇山と、黒部峡谷のトロ
ッコ電車に乗ってきました。高峰譲吉先生が黒部
の開発の中で鉄道を敷設し、その鉄道を使ってい
るのがトロッコ電車です。富山へは30年ぶりに行
ってきました。国体でアルペン球場ができ、素晴ら
しい地方球場だったので、上尾の野球場を作る
時に見本に視察に行ったことがあります。それ以
来ですが、富山の街の発展はびっくりするほど凄
いです。何が凄いかというと今まである遺産をす
べて活かしているところです。富山は北前船の港
として発展してきて運河がありますが、運河を使
いながら環水公園ができ、水上バスが走っていま
す。パナマ運河と同じように２．５ｍの水位調節が
あり、船が上下する体験ができます。たいへんな
観光資源として活用しておりました。また。五箇山
では硝石を使いながら戦国時代に火薬を作って
いたと聞きました。外から見たら茅葺きの小さな
家でしたが、内装が凄くて欄間や床の間の木は半
端ではありませんでした。当時は趨勢を誇ったと
ころだろうという気がしました。その中で私たちが
考えなければならないのは、残っているものを活
かして次の世代に活用していくかということです。
紅葉がいちばん素晴らしい時季に行かせていた
だき、楽しい結婚祝いになりました。
須田 悦正 会員

23日に結婚記念の花束をいただきました。前日
22日、埼玉県のシニアの公式戦リーグがあり、40
歳以上の部で出場をして、ハットトリックを決め得
点王になりました。ただ試合終了直前に肉離れを
してしまいました。さて23日記念日当日は、妻と２
人で横浜中華街に行きましたが、メインストリート
以外は人影がまばらでした。
本日はお米の仕入れで魚沼に行って、諏訪神
社でコロナ撲滅祈願をしてきました。ありがとうご
ざいました。
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お誕生日 おめでとうございます！
坂本 忠光 会員

明日11月27日に50歳の誕生日を迎えます。今
まで家族の中では「四捨五入したら50だよね」と
ずっと言われていて「切り捨てて40だから」と返し
ていたのですが、明日からはもうその言葉も使え
ません。ここに来ると先輩方が活発に動いている
ので、先輩方を見倣い私も活発に動きたいと思い
ます。ありがとうございました。

例会主題

武重 秀雄 会員

米寿祝い

ばならないので、レプリカを作って居間に飾ってあ
ります。
私の青春時代は戦争が始まる頃で、皇紀二千六
百年のお祝いをしていた昭和15年には中国に攻め
込み、第二次世界大戦になって大変な時代でした
が、今振り返ると楽しい思い出です。
ロータリーは異業種の集まりということで、開業
してすぐ入会するつもりでいましたが、以前は一業
種一人でなかなか入会できませんでした。４〜５年
待ちましたかね。入会出来て、私にとってプラスでし
た。医者は割と独りよがりなところがありますので、
異業種の方々との交流はありがたかったです。
まだ、もう一つやりたいと思っていて、やっていな
いのが軽飛行機の操縦です。パイロットたちがうち
に患者で来て「自転車に乗れれば飛行機なんて簡
単だよ」と言うのですが、落ちたら終わりなのでで
きませんでした。あとはだいたい、やりたいことはや
ってきたなぁというつもりでおります。
動ける間はロータリーの例会に出席して、これか
らもやっていくつもりですので今後ともよろしくお願
いいたします。本日はお祝いいただきありがとうご
ざいました。

武重 秀雄 会員

皆さん、お祝いいただ
きあらためて御礼を申し
上げます。私が誕生した
のは1932年11月1日で
す。生まれた場所は長野
県北佐久郡望月町です。
中学は旧制中学の最後の年度でした。高校は上田
高校で、大塚さんが後輩です。上田高校は古い学
校で、だいぶ鍛えられました。私は男４人、女４人、
８人の兄弟です。父は造り酒屋の息子です。
私はスポーツが得意でした。信州の各地でスケ
ートやスキーをしました。上田城の堀に氷が張ると
誰が最初に滑るかとなって、私が最初に滑って氷
が割れ、寒い思いをしたことがあります。それから中
学から始めたソフトテニスも得意で、長野県を４分
した東信地区の大会で優勝しました。射撃も好き
で、今でも行っています。一発撃つとスッキリします
。射撃はアラスカまで行ったことがあります。ゴルフ
は大宮ゴルフのメンバーです。クラブチャンピオン
にもなったことがあり、カップは１年で返さなけれ

武重会員に目録を贈呈いたしました。

スマイル
武重先生、
米寿おめでとうございます！
宇多村海児会長： 武重先生、米寿おめでとうございます！
深澤圭司幹事： ご結婚・誕生祝いおめでとうございます。武重先生、米寿おめでとうございます。
斎藤修弘副会長： 武重先生、米寿おめでとうございます！
長沼大策副幹事： 武重先生、米寿のお祝い、おめでとうございます。誕生祝い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
武重秀雄会員： 88歳の誕生祝い、
大塚信郎会員： 武重先生、米寿おめでとうございます！
富永 建会員： 武重さん、卓話ありがとうございます。
ありがとうございます。
尾花正明会員： 結婚・誕生祝い、
出席率
大木保司会員： 武重先生、米寿おめでとうございます！
会員数
３8
出席数
25
大塚崇行会員： 武重先生、米寿おめでとうございます！
欠席数
13
齋藤博重会員： 武重先生、米寿おめでとうございます！
久保田勲会員： 武重先生、米寿おめでとうございます！
65.79％
藤村 作会員： 武重先生、米寿おめでとうございます！
齋藤哲雄会員： 結婚・誕生 お祝い申し上げます。
須田悦正会員： 結婚祝い、ありがとうございます。サッカーの公式戦でハットトリックを決め得点王になりました！
樋口雅之会員： 武重先生、米寿おめでとうございます！ 益々お元気で！！
門崎由幸会員： 武重先生、卓話ありがとうございました。米寿、おめでとうございます！
ありがとうございます。
坂本忠光会員： 誕生祝い、
小田切宏治会員： 武重会員、米寿おめでとうございます！ これからもお元気で！
丹井亮一会員： 武重先生、米寿おめでとうございます！
奥川淳一会員： 武重先生、米寿おめでとうございます！
田代真吾会員： 本日もよろしくお願いいたします。

米山記念奨学部門 秋旅行に行ってきました

栃木・日光

2020.11.29

第2770地区米山記念奨学部門（学友会共同主催行事）、栃木・日光方面への秋旅行に、当クラブがお世話をさせてい
ただいている奨学生・佟針叶さんが参加してきました。東照宮を見学し、金谷ホテルで100年ライスカレーを味わったそう
です。秋旅行に当クラブからは、島村健会員（米山記念奨学学友選考委員長）
と樋口雅之会員（青少年交換委員会委員）
も同行し、秋を満喫してきました。
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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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