
創立　１９６３年３月１６日

2020-2021年度
会　長　　宇多村海児
幹　事　　深澤　圭司
副会長　　斎藤　修弘
副幹事　　長沼　大策
編集責任者・公共イメージ向上委員会
　　　　委員長　坂　佳三　　　　　　　　

2020‒2021年度R.I.テーマ

週　報　　Ｎｏ．2172
発　行　　２０21年  6月  24日

第２880回　例会
2021. 6. 17

ロータリーは機会の扉を開く

行事予定

7月 1日  新旧会長・幹事引継式
             新任役員挨拶、
             新年度事業計画発表

7月  8日 卓話 埼玉中央青年会議所
             理事長  星野健太様

7月15日  前年度事業報告
             前年度決算報告

7月22日  定款の規定により休会

7月29日  納涼例会　
             会場：信濃路
            （例会場・時間変更）

会長あいさつ
　皆さん、こんにちは。本年度の例会は今日を含めて２回を残すのみ

となりました。本日も出席いただきありがとうございます。

　今週と来週の２回に分けて私が思い至ったことをお話しさせていた

だきたいと思います。テーマは、言葉の持つ解釈、概念、その利用に

ついてです。私の職業は保険屋ですので生命保険は命・生活に対する

リスク、損害保険は日常生活・仕事・財産に対するリスクを、それぞ

れ先回りして考えておかなければなりません。このようなことを長年

やってきたので、どうしてもまず目の前にあるものを疑ってかかる、

それが必ずしも良いことかどうかわかりませんがそういう習慣がつい

ています。陰謀論などではなくて、純粋に目の前にある事柄・言葉へ

の裏側にある背景について考えてみたりするわけです。例えば“江夏

の21球”です。有名な、広島東洋カープと近鉄バッファローズの日本

シリーズ最終戦、江夏の投じた21球のうち、石渡に投じた19球目、物

語の中ではカーブの握りをしたまま江夏がウエストしたことになって

いますが、果たして本当にウエストを投げたのかと。ストーリーがあ

まりにも有名になってきて、後付けで江夏がそう言ったにすぎないの

ではないかとか、あるいは時代は変わりますが、坂本龍馬ファンには

だいたい暗殺された理由のイメージはあるでしょうが、果たして大そ

れた背景があったのかと。単に裁判で負かされた紀州藩の侍が腹立ち

まぎれに龍馬を斬っただけなのではないかというようなことを考えた

りします。それはそれで勝手に考えている楽しみのうちにあるのです

が、まずは言葉について、その言葉がもたらすものは何かと考えます

と、これは個人の思惑だけで楽しんでいられるものではありません。

今日はそのことについてお話しさせていただきたいと思います。

　皆さん、ＷＥＦという団体をご存じでしょうか。最近、ここ10年く

らいですが日本のマスコミ、例えばニュース番組などで採り上げられ

ることが多くなった機関ですね。世界経済フォーラムと言いまして、

ダボス会議というワードをニュースなどでお聞きになられたことがあ

るかと思うのですが、そこに若手の各国のリーダーが集って将来の世

界の在り方、人類の在り方などを考える団体です。そのＷＥＦが毎年

ある指標を出しています。それは世界の男女格差のデータです。各国
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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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会員数　　３8　　　
出席数　　22
欠席数      16

出席率  57.89％

宇多村会長　最終例会もよろしくお願いします。

尾花会員　　２度目のワクチン接種が終わりま

　　　　　　した。藤村先生ありがとうござい

　　　　　　ました。

関口和夫会員　結婚祝いありがとうございます。

スマイルスマイル

深澤幹事／斎藤副会長／長沼副幹事／

武重会員／岡野会員／大塚信郎会員／

村岡会員／大木保司会員／島村会員／

齋藤哲雄会員／須田会員／樋口会員／

門崎会員／坂本会員／坂会員／丹井会員／

大木崇寛会員

長沼　大策　会員（副幹事）
　今年度は副幹事の役と、

公共イメージ向上委員会

の活動を行いました。公

共イメージの方では、

『あぴお』の寄稿、『月

信』への写真提供、公式

訪問の報告などを行いました。週報の発行、ホーム

ページの更新、Facebookページの投稿をしています。

インスタグラム、tiktok、クラブハウスなど新しい

SNSがでてきたので、Facebookページの閲覧数は以

前に比べ１／３程度に少なくなっています。そのよ

うな中、４年前に米山記念奨学生を修了したバング

ラディシュ出身のチョウドリ・イムルル君は、４年

間ずっと当クラブの投稿に「いいね」をしてくれて

いました。

　地区のＨＰではトップページ右下に「各クラブの

活動案内」という欄があるのですが、ここに昨年６

月、台南東北RCさんとともに医療機関にコロナウイ

ルス防護用品を寄贈し、上尾市から感謝状が贈られ

たことを投稿しました。

斎藤　修弘　会員（副会長）
　私が次年度計画発表の

時にお話しさせていただ

いたように、ロータリー

クラブに入らせていただ

いただけでも非常にいい

機会を与えられたと感じ

ていますし、須田さんから幹事を拝命して会長を次

年度やらせていただく機会をいただき、いよいよそ

の日が近づいてくるという日々を過ごしています。

昨晩、年度計画書の校正が終わました。PETSが３

月にあったのでその頃から次年度がいろいろ動きだ

しています。今年度もコロナの影響を結構受け、２

月から例会が開始になり皆さんと月１回、食事の席

があり、それ以外はお酒を外で飲む機会はないので

ロータリーがあって良かったなと思っています。地

区のゴルフコンペ、４月には第５Ｇのゴルフコンペ

で宇多村会長、深澤幹事と一緒だったのですが、同

級生コンビと一緒に回れて非常に楽しかったです。

次年度、須田さんの角打ちや、野球の練習、ゴルフ

などで皆さんと親睦が計れたらと思います。

2020-2021年度 5月　出席表
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例会主題～クラブフォーラム⑥

委員長報告

幹　事　報　告

親睦活動委員会　坂本忠光委員長

この一年を顧みて

◇島村会員より大石中学

校のPTA会報に、当クラ

ブが５月に行った非接触

型サーモメーター寄贈に

ついてお礼が掲載されて

いるとご連絡がありまし

た。皆さまからの会費、および地区補助金を使って

地域に奉仕したことが、喜ばれています。

◇来週は宇多村年度の最終例会となります。

が、政治の世界、職場、教育機関などあらゆるカテ

ゴリーで男女の格差がどれだけあるかというのを数

値化して発表しているのですが、ちょっと見ると、

日本はほとんど下位に沈んでいます。これをマスコ

ミは採り上げて、故に日本はまだ遅れているんだと

いうことを喧伝するために使用します。捨て置けば

いいデータであればいいのですが、私がふと思った

のは、そのリストを見ると、日本以上に男女の格差

があるであろうと容易に想像がつく国が、日本より

上位にあることがまず一点の疑問です。どこを指標

にとっているのかわかりませんが、承服できるよう

なデータではありません。だんだん見えてきます。

毎年のように日本は下位にいますので、もしかする

と、このデータ・統計を発表する側になんらかの日

本を貶めたい理由があるのかもしれません。これを

判断するのは我々であって、たとえどんなメディア

がそれを材料に日本のことをまだ遅れているんだと

言いつのったところで揺るぐことはありません。ま

ずは我々がそのデータが本当に正しいものなのか、

どういう目的で作られているものなのか、その裏を

見る目を持っていないといけないと思います。敢え

て国名は出しませんが、集団で若い女性をレイプす

る事件がおこり、その若い女性が裁判のために向か

おうとする時に油をかけられて焼き殺されるわけで

す。しかもその焼き殺そうとしたのは釈放されてい

たレイプ犯たちです。この国よりも、ＷＥＦのデー

タを見ると、日本の方が下にいるわけです。絶対に

日本ではそのようなことはあり得ないということか

らも簡単にわかるように、その統計をそのまま鵜呑

みにするわけにはいきません。またその統計を引用

する人たちに限ってだいたい偏った考え方の持ち主

であったり、偏った考え方に基づくことをしている

人たちだったりするということがよくわかります。

一見いい言葉、一見いいデータ、耳に聞こえがいい

目にも優しい、そういうものほど、必ずしもその通

り作用するとは限らない。その裏に何があるのか、

まずは疑ってみないといけないということの大切さ

を今、思っております。来週はこれに引き続きまし

て、ある言葉について最後、お話しさせていただき

たいと思っています。

　本日はこの一年を顧みて会員の皆さんにお話しい

ただきたいと思います。本日もよろしくお願いいた

します。

　６月初め頃、炎症がとれなかったので順天堂大学

で放射線を使って体全体を検査してもらいました。

静脈注射されMRIに入り、結局は癌でもなく、腎機

能が低下していたまでで、まだまだ体は大丈夫だろ

深澤　圭司幹事

　会長あいさつや、幹事

報告にもありましたよう

に、来週、最終例会を開

催いたします。大勢の皆

さんのご参加をお願いい

たします。

武重　秀雄　会員（シニア会）
　私は昭和50年に入会し

ました。ロータリーに入

って良かったのは、異業

種の方たちと同じテーブ

ルで食事をし、卓話を聞

き、知り合いになれたこ

とです。国際大会にも毎年、できるだけ参加して見

聞を広めました。私と同じ頃に入会したのは岡野会

員です。その後、上尾西クラブもでき、お互いに行

き来して楽しかったです。積もる話もありますが、

皆さんと一杯飲みながらお話ししたいと思います。

体が動く限り例会に出席したいと思いますので、今

後ともよろしくお願いいたします。

岡野　晴光　会員

ROTARY CLUB OF AGEO

うというお墨付きをもら

いました。

　薬局の方は二人の娘に

社長と専務になってもら

い、私は退いて給料はも

らっていません。給料が

なくてどのように生活しているかというと、家賃収

入と、若い頃務めていた会社の株を中心に、50〜60

年、株の配当で食べているような状況です。今日も

配当を郵便局で貰ってきて、しばらくは小遣いがい

らないなという感じで生活しています。

　住まいも、以前は谷津に住んでいましたが、100

坪くらいの庭があって植木の剪定や除草が大変だっ

たので、今は上町のライオンズマンションに住んで

います。屋内をリニューアルして費用がかかり、そ

れで株の収入だけで小遣い稼ぎをしています。どう

やって儲けたらいいかお聞きになりたいようでした

ら参考になるようなお話ができると思います。ロー

タリーは武重先生と一緒に続けたいと思いますので、

これからもよろしくお願いいたします。

関口　和夫　会員（会計）
　お久しぶりです。ロー

タリーには私も入会して

だいぶ経ちますので、皆

さんに育てていただきま

して今は、若い関口さん

が入会し、職業も一緒で

すから良康さんにバトンを譲りたいなと思っていま

す。ロータリーの活動は皆さんと一緒にやっていく

ものですから、できるだけ機会がある時には参加さ

せていただきたいと思います。

　この一年を振り返ってということでは、やはりコ

ロナで会計事務所もなかなかやりづらいところがあ

りました。余談ですが、税務調査に１年〜１年半ほ

ど掛かることもザラにありまして、大変な思いをし

ています。ロータリーでは今月が結婚月ですので花

束を頂きました。ありがとうございます。結婚記念

日に花束を贈るという制度は、奥様への奉仕という

こともありますので出来れば続けていただければと

思います。宇多村会長のあいさつを聞いていたら、

私が会長をやっていた頃よりたいへん力が入ってい

まして、充実した内容に感じました。私も会長をや

っていた時はテーマを決めていなかったので、時事

の話題を持ってきて話し、２回会長を務めましたの

 

で１００回ぶんくらいの会長あいさつをしました。

その時勉強したことは今役にたっていますし、人前

で話すのも慣れました。今後、コロナがどうなるか

わかりませんが、できるだけ例会に出席して、皆さ

まのお役にたてればと思っています。それからクラ

ブの役割では会計ですので、入出金についてチェッ

クし、適正に運営されていることを見ています。今

後も元気な間はずっと武重先輩、岡野先輩のように

がんばっていければと思います。

坂　佳三　会員（副ＳAA）
　一年間、あまり出席で

きませんでしたが、齋藤

哲雄会員から毎週FAXが

届き、例会のシナリオを

作ったくらいしか協力で

きなかったかなという感

じです。最近のことですが、岡野先生が株の話しを

していたので株の話しをすると、うちの息子がいま

大学４年生で、昨年頃からファンドマネージャーに

なりたいと言い出して、都市銀行の内定をもらって

来年就職します。今まで仙台に行っていましたが、

全部オンラインになったので５月初旬に帰ってきて

いろいろ株の話をしています。投資信託に入れた方

がいいというような話になっていたので４年くらい

入れていた定期預金を投資信託に移して１カ月、昨

日見てたらプラス１５万円になっていて、世間で言

われている動画通りにやれば１カ月で３％、１年で

平均したら７％くらい伸びると過去の例があって、

それくらいいくんだなということを実感しておりま

す。また昔、生命保険を売っていた頃の定額保険に

ついて過去の利回りを調べたら、15年くらい入れた

ものは解約返戻金が５倍くらいになっているので、

お金は入れるところによって10年経てば倍以上にな

る商品もあるんだなということを子供と話していて

実感しています。

　ロータリーに入って大塚崇行さんと知り合って走

ったりトレーニングしているのですが最近、健康で

やっているのが朝はバターコーヒーを一杯飲み、16

時間プチ断食をして、基本的に朝ごはんは要らなく

なってきました。１〜２カ月で、体重が４〜５kg落

ち、上尾シティマラソンが今年開催されるというこ

とで申し込みを入れ、11月まで走っていれば完走で

きるかなと思います。またその時はご報告させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。


