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ロータリーは機会の扉を開く

ゲスト
　

佟　針叶

2020 学年度　
ロータリー米山記念奨学生

さん
トウ　  シンヨウ

行事予定　　
4月 1日   献血
4月 8日　RI.D2770
　　　　 ガバナー公式訪問
　　　　 中里公三様
4月15日  卓話 小田切宏治会員
　　　  「オンラインツール
　　　　 の活用法」
4月22日  卓話 藤村 作 会員
　　　  「これからのコロナ渦
　　　　 の日常」（時間変更）
4月29日  定款の規定により休会

（川口モーニングRC）

2020-2021年度　宇多村海児会長会長あいさつ
　皆さん、こんにちは。本日もご出席いただき誠にありがとうござい

ます。先週の職業奉仕例会を受けまして、村岡先生から寄稿いただき

まして週報に掲載しました。向井先生のテキストと、村岡先生の文を

併せて読むと、より理解が深まるのかなぁと感じます。ご希望の方に

は、向井先生のテキストの予備がありますのでお申しつけください。

　さて本日は国難とも言える2011年3月11日、東日本大震災からちょう

ど10年になりました。今日は日本全国で黙とうが捧げられていると思

います。アメリカ人にとってケネディ大統領の暗殺はショッキングな

出来事で、アメリカ人はその時に自分がどこで何をしていたか明確に

思い出せると聞きました。同様に我々日本人にとってみれば、東日本

大震災が起きた3月11日、午後2時46分、自分が何をしていたか明確に

思い出すことができます。私は午前中の仕事を終えいったん自宅に戻

って、夕方のアポイントに備えていました。その時、玄関にある水槽

の水が大きく揺れ、食器棚の扉を粘着テープでとめ、少し揺れが収ま

ったので夕方の仕事に向かったのですが、面会できませんでした。今

でもあの時を思い出すことができます。何かがきっかけで思い出すこ

とによって、以前、大塚崇行会員の卓話にもありましたように、記憶

を残していく、それが予測にもつながっていくということが大事なん

だというお話がありましたが、まったくその通りだと思います。記憶

とともに予測、この２つを兼ね備えてこの先を我々は生きていかなけ

ればいけないと思っております。会長あいさつは以上です。

深澤　圭司幹事
幹　事　報　告

◇３月16日に開催を予定していたＩＭは

コロナ禍のため、再延期になりました。

◇大塚パストガバナーより、ロータリー

米山記念奨学会に10万円の寄付、ロータリー財団に1,000ドルの年次

寄付をいただきました。ありがとうございます。

◇皆さんのお手元に「鍾馗様マスク」をお配りしました。ＩＭ用に

使用するのでがＩＭの時まで保管していてください。
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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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2020学年度 米山記念奨学生 修了式が行われました

宇多村会長／深澤幹事／斎藤修弘副会長／長沼副幹事／

岡野会員／大塚信郎会員／尾花会員／大木保司会員／

大塚崇行会員／島村会員／久保田会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／

門崎会員／小田切会員／丹井会員／大木崇寛会員

スマイルスマイル

2021年3月21日　於 さいたま市民会館おおみや小ホール　

会員数　　  ３８　　　
出席数　     ２２
欠席数     　１６

出席率

 ５７.８９％

　２月に結婚記念日と

いうことで花束を頂きま

した。最近コロナで家に

いることも多いので、記

念日をスルーせず良かっ

たと思っています。それ

と３月３日の誕生日に46歳になりました。先日、眼

鏡の調子が悪くて久しぶりに作りに行ったら遠近両

用レンズを勧められ、とうとうそんな年になったか

なぁと改めて思った次第です。

　震災から10年ということで、当時私は青年会議所

の理事長をやっていた年ですので、様々なことをや

りました。現地を訪問し、仮設住宅にも直接訪れ被

災者の方ともお話しをしました。いろいろなことを

しましたが、被災者の本当の痛み・苦しみはわから

ないなぁというのが正直なところと、被災していな

い僕らができることは、震災を風化させないことだ

なと改めて思ったのを覚えています。

　各団体で風化をさせない活動をしていますが、個

人的にも微力ながらそのような活動に今後とも関わ

っていきたいなと思います。

　近況報告では、去年、

歯が割れたとご報告させ

ていただいたかと思いま

すが、それ以来、歯間ブ

ラシがマイブームになっ

ていて、気が付くと歯の

間をこすっていました。つい先日、こすっていたら、

やりすぎでバシュッと血が出たのが、最近健康面で

驚いたことです。

　仕事面では、うちはハウスメーカーが取引先にな

るのですが、一昨年の消費税増税や、コロナなどか

ら、新規着工がだいぶ落ち込んでしまい、うちの仕

事も比例してあまり調子が良くない状況になってし

まいました。だからと言って黙っているわけにはい

かないので、新規事業として、昨年末から監視カメ

ラの販売と施工等も行っています。新しい仕事とい

うことで私が現場に出ていますが、慣れない現場で

苦労していることもあります。ご自宅や事務所、倉

庫等で、監視カメラの需要がありましたらぜひお問

合せいただければと思います。よろしくお願いいた

します。

小田切　宏治　会員大木　崇寛　会員

RI.D2770　米山記念奨学生　修了式が行われ、佟針叶さんも出席してきました。

埼玉大学も卒業し春からは大学院の博士課程に進学！おめでとうございます！

ROTARY CLUB OF AGEO

地区から委嘱書授与

米山記念奨学会功労者表彰

ロータリー米山記念奨学生 あいさつ

例会主題

2020学年度　ロータリー米山記念奨学生　佟針叶さん　

　コロナ禍に楽しかった

ことをお話しします。１

月に５人目の孫が生まれ

ました。次男坊の初めて

の子ども、女の子です。

３月28日にお宮参りとい

クラブフォーラム④　会員近況報告

　健康面では、一日今７

千歩を目標に８～９千歩

を歩き、体重は23歳くら

いに若返り絶好調です。

一人ではなかなか歩けな

いので愛犬を連れています。

　仕事面では、コロナ禍に事業形態が変わってくる

だろうと思います。10年一律同じ仕事をして続く企

業はまずないということで事業の点検をしています。

　別の点検の話になりますが災害列島である日本で

は地震の予知はできないので我々ができることは減

災です。どのように減災できるかチェックしています。

　事業ではバッティングセンターの売上が上がって

います。コロナ禍でも考えながら事業をしていかな

ければいけないなというのが昨今です。

　私の２番目の倅がeスポーツの専属プロでして新

たな事業を立ち上げようと研究をしているところで

す。今年、私は70歳になりますので、いよいよ仕事

から手を引こうかなと思っており、楽しいひととき

をロータリーの中で過ごしていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

大塚崇行会員、久保田会員　おめでとうございます。

大塚　信郎　会員

　皆さん、こんにちは。

私は卒論を終え、時間が

できたので日本語の小説

を読み始めました。私は

中学生の時に東野圭吾さ

んの『白夜行』を中国語

で読んで好きになり、最近は日本語で２回目を読ん

でいます。皆さんも機会がありましたらご一読され

てみてはと思います。本日もありがとうございます。

大塚信郎会員　　諮問委員

島村　健会員　　米山記念奨学増進委員長

大塚崇行会員　　青少年交換委員長

藤村　作会員　　ロータリー財団部門委員長、補助金・VTT委員長

小田切宏治会員　補助金・VTT委員

大木崇寛会員　　国際奉仕委員

尾花　正明　会員

藤村　作　会員
　お久しぶりです。クリ

スマス例会以降は、医師

会とロータリーのことば

かりをしていました。次

年度、財団部門委員長と

いうことで１月からずっ

と資料を作っている日々です。夜は医師会の方でワ

クチン接種について、年明けから私たちのところに

要望がくるようになったのですが、あまり進んでい

ません。ワクチンはまだ来ていませんがディープフ

リーザーがうちに来ました。そのうちワクチンが打

てる日がくるでしょう、ということです。

　ロータリー財団部門の方のＰＲでは、今年10月24

日のロータリーデーにクラシックカーラリーを開催

します。日曜日の開催なのでぜひ皆さん、見学に来

ていただければと思います。氷川神社を出て秩父、

川越を回って大宮に帰ってくるのですが、その間、

大宮駅西口にある桜木駐車場でeスポーツ選手権を

開催します。ぜひご参加ください。

うことで、夫婦で金沢に行ってきます。なにか楽し

いことがありましたら誘ってください。

ROTARY CLUB OF AGEO

IM用、鍾馗様マスクの売上より、大木会員からポリオ
撲滅募金に100円×40人分の寄付をいただきました。

ましょう、ということで作りました。昨日は鍾馗様

のＴシャツバージョンで市民セレクションにエント

リーし、動画撮影を行いました。

島村　健　会員

大塚　崇行　会員
　3月10日、誕生日で54

歳になりました。ランニ

ングを趣味にしているの

ですが、昨夜も運動公園

でハーフマラソンを一人

で走り、２時間６分くら

いで走れて、54歳の節目としてはまだまだ体力は大

丈夫かなと確認したところでありました。

　仕事の方は、人と積極的には会えず営業機会を逸

しているところはありますが、会わなくてもネット

で資料請求ができ、問い合わせが今までより２倍に

増えています。またコロナで志村けんさんや岡江久

美子さんが亡くなった衝撃的なニュースで、お葬式

もできずお骨で帰ってきたというのがあり、あの後、

新しくお墓をたてるというより、今まであったお墓

をどうしようという問い合わせがものすごく増えま

して、人の死生観が変わっていくのかなと感じてい

ます。厳しい中ですがプラスの要因もあるので今後

もがんばっていきたいと思います。

　東日本大震災から10年、

当時は大塚崇行会長の幹

事でした。震災当日は建

設業協会の関係で沖縄に

いました。コロナ禍では

１年近く夜の会合がなか

ったため自然に痩せて、人間ドックでは１年前と比

べ５kg痩せていました。

　ロータリーの地区では、今年は米山記念奨学学友

選考委員長でしたが、次年度は米山記念奨学増進委

員長として出向します。３月21日、今年度の修了式

をさいたま市民会館おおみやで開催することになっ

ています。また、次年度、地区では初めて海外応募

で、順調であれば４月に台湾からの奨学生（日本薬

科大学入学）が来日し、２年間、世話クラブとなっ

ていますのでよろしくお願いします。

　近況報告では、上尾

市観光協会からぜひ鍾

馗様の疫病退治のマス

クを作ってくれないか

と依頼を受け、宣伝を

してくださるなら作り

　３週間前、夜眠れなく

て病院に行き、２日ほど

泊まってきました。いま

では薬を飲み、血圧も安

定してきました。

　今日は震災から10年で

すが、女房が岩手県宮古市出身なので思うところが

あります。震災から３週間後には知り合いの日本橋

の店で４トン車１台ぶんの洋服を買い込んで夫婦で

東北に届けに行きました。宮古市の体育館は自衛隊

の拠点で、そこまで届け、実家を確認して戻ってき

ました。10年の間には女房の両親も亡くなり、復興

の話や、まだ見つかっていない人の話などを年に一

度岩手の旅館に行ってご供養に行ってます。このよ

うな思いを絶やさないようにしていこうと思います。

これからも自分としては健康第一に頑張っていきた

いと思います。

丹井　亮一　会員
　東日本大震災の日は

飯能で現場仕事をして

いました。その年、地

区に出向していたので

大塚PDGや尾花さんと一

緒に震災の復興支援を

しました。近況では、コロナ禍に警察犬の協議会が

ことごとく潰れていて残念に思っています。

　ところで私の家内が今、勉強しているのは妊活で

す。民間療法で少しでも不妊に役立てればというこ

とで勉強をして、一人でも多く、可愛いい赤ちゃん

を産ませてあげたいとがんばっています。

　コロナを乗り切って、今後、ロータリーで皆さん

と会って楽しくやっていきたいと思います。

大木　保司　会員

久保田　勲　会員


