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2021-2022年度 斎藤 修弘会長

皆様、大変お久しぶりです。まだ新規感染者が完全には収まってい
ない状況ではありますが、やっと例会が再開できて嬉しく思っており
ます。今日から例会場が東武ホテルへと変更になっての初の例会です。
レイアウトが横長になって左右見渡す感じですが、皆さんとの距離が
近くなって新鮮な感じです。
皆さんと、この前ご一緒したのは、１月13日に行った宇多村直前会
長の慰労会。以来、２ヶ月ちょっと休会しました。正月明けてからの
オミクロン株の感染は、周りでも感染した方が多かったです。皆さん
のご家族は大丈夫でしたでしょうか。医療従事者の人いわく、オミク
ロン株の症状はもはや普通の風邪と同じだと言ってました。
３月21日の春分の日はお彼岸ということで、私の兄家族が実家のほ
うに来る予定でしたが、中２の甥っ子が38度の発熱があったので、実
家に来るのはとり止め、翌日家族みなでPCRを受けたら兄ほか３人が
陽性判定でした。コロナ感染の場合、医療保険から給付金が払われる
のですが、この約２ヶ月で10人くらいの方からコロナになったけど保
険適用になるかと問い合わせがあり、お支払いの手続きをしました。
このまん防期間中、理事会を何度かオンラインでやって休会の判断
をしたり行事予定を審議しました。この会場になってプロジェクター
がもう一つ必要になったので理事会で承認をいただき、購入しました。
プロジェクター２つでのセッティング、小田切SAAお骨折りありがと
うございました。
２月、３月の会長幹事会もオンラインでやりました。そのような中、
３月７日は会長幹事会の親睦ミニゴルフが開催され、各クラブの会長
幹事と上尾西RCの中村ガバナー補佐幹事の10人が集まりました。この
日は珍しくショットが安定していて出だしはまずまずの好調だったの
ですが、グリーン周りのアプローチで叩いてしまい、結果私は104で、
下から３，４番目でした。ちなみにベスグロは、今回のコンペを企画
設営していただいた上尾北RCの岡野幹事でした。当クラブの岡野さん
の本家の方で、大宮GCのメンバーの方で、同じ組で回らせていただき
ましたが非常に慣れていらっしゃいました。
ゴルフと言うと、４月13日には第５グループチャリティゴルフが大
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宮GCであります。私のほうで声掛けさせていただき、
９人で参加となりました。新会員の寺脇会員に電話
したところ、自分が対外事業に参加するのはまだ早
いのでと遠慮してやんわり断られたのですが、スケ
ジュール的に難しいということではないんだね、と
いうことで都合がつくのであれば是非参加しましょ
うとお願いし、快く来てくれることになりました。
来週は寺脇さんの新会員卓話。例会後は親睦活動委
員会仕切りでの歓迎会で、21名の参加と非常に多く
の方に参加の表明をいただいております。まん防明
け早々に歓迎の一席を設ける事が出来て楽しみにし
ております。
話は変わりますが、先週３月16日に、長い時間大
きく揺れた地震があり驚きました。私は冷蔵庫の横
に行き倒れてきたら支えようとしていました。ちな
みに３月16日は当クラブの創立記念日です。来年の
６０周年記念式典の会場を大宮パレスホテルで予約
では、大木（保）さんが動いてくれていますが、学
校関係の歓送迎会、企業の説明会などすでに予約や
問い合わせが入っているようで、現在各方面に変更
可能か調整していただいています。ありがとうござ
います。
昨日、一昨日は急に冬に逆戻りというくらい冷え
込みましたが、もうすぐ春ですね。さくらのつぼみ
もピンク色になってきて、いよいよ春到来です。ま
ん防も明け、世の中が春の新年度に向けて活発に動
き出している時期ですが、ロシアがウクライナを攻
撃してから今日でちょうど丸４週間となります。
燃料の値上がりに加えて、今回のウクライナ侵攻
で色々な物価が上昇していて、我々の生活にどのよ
うに影響していくか不安な要素が多々ありますが、
一刻も早くウクライナに平和な日が訪れることを願
っています。
本日は須田会員の卓話をいただきます。本日もよ
ろしくお願いいたします。
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を解除されました。
◇コロナ禍で来日できていなかった米山記念奨学生
・荘正宇（そう・せいう）君が４月１日に来日する
ことになりました。４月中旬頃から例会に出席でき
るようになると思います。
◇国際ロータリーおよび地区から「ウクライナへの
人道支援のお願い」が届いています。理事会で諮ら
せていただいて支援をしたいと思いまのでよろしく
お願いいたします。
◇４月７日（木）の例会は「献血」になります。後
ほど皆さんに当番表をご案内させていただきます。

委員長報告
国際奉仕委員会 大木 保司委員
２年前の３月に行う予
定だった「第７回 日台
ロータリー親善会議」が
５月６日（金）に福岡で
開催されることになりま
した。リアル開催で日本
参加者は22,000円です。私は参加表明しましたので、
参加希望者がいましたら事務局にご連絡ください。
なお余談ですが上尾市内の行事で「上尾夏まつり」
や「産業祭」が開催に向けて動いています。当クラ
ブ内にもさまざまな参加団体の方がいると思います
ので心の準備をお願いいたします。

2022〜23年度 地区出向者 委嘱書授与
次年度、地区へ出向する会員の皆さんに委嘱書が
授与されました。地区、各部門・委員会でのご活躍
を祈念いたします！

告

長沼 大策幹事
◇「まん延防止等重点措
置解除に伴う各集会開催
方法に関するお願い」が
地区危機管理委員会から
届いています。かねてか
らお願いされていた制約
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近況報告
小田切 宏治 会員
一昨日、YEGの卒業式
にサプライズで来てほし
いということで、沼津に
行ってきました。その２
日前にワクチンを打った
ので、副反応で体中が痛
い状態で、夜中にホテルに帰りました。二日酔いと
ともに副反応もなくなり、本日は元気ハツラツ、例
会に出席しています。コロナはなかなか収束せず、
当社の従業員の家族が発症し濃厚接触者になる等あ
り、幸い、まだ業務に支障はでていませんが、今後
も気が抜けません。会社としての対応はなくても良
いようですが、従業員の健康や、お客様への不安を
払しょくするためPCR検査に努めています。
それとウクライナの紛争が気がかりです。高校の
頃、イラク戦争はテレビで見ましたが、現在の紛争
はSNSで情報が流れてきます。SNSの情報の中にはフ
ェイクニュースもあり何が真実かわかりませんが、
報道される前に情報が拡散される世の中になってい
ることを感じます。先日、ゼレンスキー大統領の話
の中に、奥さんが視覚障がい者のために日本の昔話
をオーディオブックにして贈呈する活動をしていて、
日本の文化が好きだと話していました。その時思い
出したのが、宇多村直前会長が取り組まれた、ベト
ナムへの絵本の寄贈支援です。
私もロータリーの活動を通して、困っている方々
の支えになれればと思っています。まとまりません
が、以上が私の近況報告になります。

かわかりますか？ 生産量１位はこしひかりです。
２位ひとめぼれ、３位あきたこまち、４位ヒノヒカ
リ、５位はえぬきとなります。埼玉県内生産量１位
は彩の輝きです。
お米の都道府県別収穫量ランキングでは、１位北
海道、２位新潟、３位秋田、４位山形、５位茨城で、
埼玉県は18位です。埼玉県のお米の値段が、全国の
基準になります。
お米には等級があります。1等米：とても美味し
いです。２等米：美味しいです。以下、３等米、中
米、小米、くず※、未検査米、規格外米。みんな美
味しいお米を作ろうと努力をするのですが、出来が
良かったり悪かったりします。
茶碗１杯の値段はわかりますか？茶碗１杯のごは
んは150グラムぐらい。これを炊く前のお米（精米）
に 置き換えると65グラムぐらい。65グラムのお米
の値段は、買う場所やお米の種類によっても少し違
いますが、国の調査では約29円になります。
同じ調査で食パン１食分（6枚切りを3枚分）は約
77円。ハンバーガー１個は143円、ポテトチップス
１袋（65グラム）は約153円、スポーツドリンク
（500ml）は109円です。だからお米はほんとうに安
いんです。しかも体にもいいことを考えれば、こん
なにお得な食べ物はありません。
お茶碗１杯（150グラム）のお米（精米）の量で
65グラム、3250粒あります。皆さんも茶碗１杯のご
はんの重さや、スプーン１杯にお米が何粒あって何
グラムか計ってみてください。

上 期中間 報 告（ 会 計 ）
上期会計中間報告が承認されました。

例会主題
須田 悦正 会員

お米の話

当社がお米とお酒の専
門店であることから、今
日はお米の話をしようと
思います。
早速ですが、お米の品
種別生産量の第１位は何

茶碗１杯のごはんを作るのに必要な水の量はご存
じですか？ 水田でお米を作るのに使う水の量は、
10アール当たり2000〜3300トンといわれています。
お米の平年収量（玄米）は、10アール当たり530kg。
ここから、玄米１gを作るのに、3.8〜6.2kgの水使
用。茶碗１杯分のお米は、精米で65gぐらい。玄米
換算だと72gぐらいになる。そうすると、７２×3.8
〜6.2＝２７４〜４４６kg。最大で４５０kgぐらい。
１升ビンだと２５０本分です。お米を作るには水が
潤沢にないとできないということです。
新形質米についてです。「加工調理米」には華麗

米（カレー用）、サリークイーン、プリンセスサリ
ーなどがあります。「低アミロース米」はもちもち
した食感で、もち米、ミルキークイーン、ミルキー
プリンセス、つや姫、ゆめぴりかなどがあります。
「低グルテリン米」はタンパク質が少ない、食事制
限がある方むけで春陽、LGCソフトがあり、これは
高価で作る人があまりいなくて、「絶対買いますか
ら作ってください」と頼まないと作ってくれません。
酒造好適米も同じように作る人がなかなかいません。
農家では休耕田が増え、自分の肌感覚では、日本
の米農家は半世紀後くらいの将来、半減しそうな気
がします。美味しいお米をお求めなら、埼玉なら須
田商店しかないと
思います。(笑)
本日はご清聴いた
だきありがとうご
ざいました。

須田会員、卓話いただきありがとうございました ！
2021〜2022年度 1月 出席表

スマイル
斎藤修弘会長 お久しぶりです！ 須田さん、
卓話ありがとうございます。
長沼幹事 まん防が解除されて良かったです！
来週以降もよろしくお願いします。
門崎副幹事 結婚祝い、ありがとうございました。
武重会員 皆様、御無沙汰しております。
村岡会員 皆様、お変わりありませんか？
山崎会員 誕生祝い、ありがとうございました。
大木保司会員、齋藤博重会員、
久保田会員、藤村会員、齋藤哲雄会員、
須田会員、宇多村会員、
小田切会員、奥川会員
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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 上尾東武ホテル3F（コミュニティホール） ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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