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2021-2022年度 斎藤 修弘会長

皆さん、こんばんは。早いもので明日は4月1日、世間は新年度を迎
えます。4月1日からいろいろ法改正があり、その中の１つに成人年齢
＝成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これに伴い、4月1日
の時点で18歳と19歳の人は明日、成年に達します。明治9年以来140年
ぶりの見直しだそうです。ただし飲酒・喫煙は変わらず20歳のまま、
18歳からできるのはクレジットカード作成や、マンションの契約だそ
うです。補足ですが、結婚年齢は女性は16歳だったのが男性同様18歳
に引き上げられるそうです。
話は変わりまして、毎日報道されているロシアのウクライナ侵攻で
すが、早くも1ヶ月が経過しました。雑誌プレジデントのオンラインの
「ロシア軍はウクライナの掌握になぜ苦戦しているのか」という、イ
ギリスにいるジャーナリストの木村正人さんの記事を引用します。
〜情報戦を支える英・米の存在は大きい。イギリスの特殊空挺部隊
（SAS）も陰でウクライナ軍を支えており、すでにゼレンスキー大統領
の暗殺は十数回阻止されている。その役割は大きいとみられるが、決
して表には出てこないという。数だけで見ればウクライナ軍に対して
ロシア軍の規模は圧倒的にもかかわらず首都キエフはいまだ陥落せず
むしろロシア軍の侵攻をはねのけている。そのウクライナ軍を支えて
いるとされるのが、英特殊空挺部隊（SAS）。SASは、要請さえあれば
すぐにゼレンスキー大統領を救出できるよう、SASの隊員70人が米海軍
特殊部隊（ネイビーシールズ）150人と共に、バルト三国の一つ、リト
アニアの僻地にある軍事基地で夜間訓練を重ね、スタンバイしている
という。〜
そのSASとは何者なのか。ゼレンスキー大統領と連日のように電話で
連絡を取るイギリスのジョンソン首相のマックス・ブレイン報道官は
筆者の質問に「SASについてはお答えできない」とだけ語ったそうです。
今回の戦争の終着についてロシア側は、ゼレンスキー大統領の身柄を
拘束するか、暗殺するかと考えているそうです。このウクライナへの
人道支援について、次回の理事会で協議したいと思います。
また話は変わります。月曜夜12時頃TVを見ていたら、ちょっと感動
した番組がありました。TBSのアーティストリポートという初めて見る

ROTARY CLUB OF AGEO

番組です。エグザイルATSUSHIさんが「子育ての闇」
というタイトルで出演していました。第一線を退い
てから今まで、少年院にいる少年達を更生させるべ
く少年院に出向いては講演や歌を歌ってきたそうで
す。なぜ10代の子供が一生かかっても償えないほど
の罪を犯したりするのだろうか、真剣に向き合って
考えたそうで、その結果、非行に走る前の段階でな
んとかできないかと思い、それには児童養護施設だ
という考えに至ったそうです。児童養護施設は全国
612か所、23,631人が入所していて、65％が親から
虐待を受けたことがあると報告されていました。そ
の子たちに共通しているのは、親からの愛情の少な
いことがが多いとのことです。この番組に出演する
までの間に東大阪の施設に子供達を元気づけようと
３回通って、番組の取材時は４回目の訪問で初めて
歌をプレゼントし子どもたちは大喜びしていました。
ATSUSHIさんが言っていていいなと思った言葉は
「SNSのフォロワー数がどんなに多くても、天国に
は持っていけない。せっかく手に入れることのでき
た知名度を何のために使うのか。今まで幸運なこと
に成功させていただいたので、本質の部分でどれだ
け役に立てるかやってみようと思い立った」です。
この番組を見て須田年度で実施した青少年奉仕事
業、埼玉学園への寄付事業を思い出しました。須田
さんはよく利他の精神についてお話しされていまし
たが、私もその境地になれるよう心を磨いていきた
いと思います。本日もよろしくお願いいたします。
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長沼 大策幹事
◇来週の例会は「献血」
です。昼食は四川飯店で
お召し上がりいただけま
す。当番と献血のご協力
をお願いいたします。

委員長報告

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！

近況報告
丹井 亮一 会員
コロナ禍にもかかわら
ず、家族全員元気に過ご
せていることがなにより
です。昨年、家族が２人
増えました。１人は２月、
犬です。(笑) 訳あって
２匹目のゴールデンレトリバーを飼うことになりま
した。そして12月、二番目の娘の２人目の子ども、
女の子が生まれました。
犬ですが、うちは警察犬の教育機関にずっと出し
ていて、前の犬が７年間ずっとやっていましたがあ
まり成績が振るわず引退することになったので、新
しい犬を去年２月からすぐに訓練に出して、先月初
めて協議会にデビューしました。１歳２か月ですご
くできました。臭気選別部門という匂いを嗅ぐ競技
があって、初出場し2勝2敗で、僕としては本当に満
足でした。今回の犬は、毎年10月に約1000頭集まる
霧ヶ峰で行われる全国大会に行かせ、決勝戦に行く
のが私の夢です。今日まで家にいましたが、また訓
練のため教育機関に行きました。警察犬にしたいわ
けではありません。あくまでも道楽です。私のひと
つの生き甲斐にしています。以上が近況報告です。

米山記念奨学委員会 須田 悦正委員長

結 婚・誕 生 祝 い

本日大塚パストガバナーより米山記念奨学会にご
寄付をいただきました。ありがとうございました。

結婚記念日 おめでとうございます！

ロータリー財団委員会 宇多村 海児委員長

奥川 淳一 会員

本日大塚パストガバナーよりロータリー財団にご
寄付をいただきました。ありがとうございました。

結婚して５年になりました。コロナ禍は家にいま
したがまた飲みに外出したいと思います。
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坂本 忠光 会員
3月3日にモナミさんから花束をいただきました。
生花を長くもたせています。ありがとうございます。
門崎 由幸 会員
結婚して25年、孫が１歳近くになり可愛くて仕方
ない状況です。ありがとうございました。
長沼 大策 会員
３月29日に結婚20年を迎えました。花束ありがと
うございました。
お誕生日 おめでとうございます！
大木 崇寛 会員
３月３日に47歳になりました。今後も社業の発展
に邁進していきたいと思います。
宇多村海児 会員
３月８日に55歳になりました。先日藤村病院さん
で人間ドックを受けてきました。
大塚 崇行 会員
３月10日に55歳になりました。東京マラソンに出
場しました。次年度は青少年奉仕部門委員長、４月
からは教育長職務代理も受けさせていただきます。
齋藤 哲雄 会員
3月26日生まれで63歳の誕生日を迎えました。日
に日に老化が進み体のあちこちが痛いのが現状です。

例会主題
寺脇 貴浩 会員

新会員卓話

皆さんこんばんは。昨
年12月に入会した寺脇貴
浩です。どうぞよろしく
お願いいたします。
昭和53年9月21日生ま
れ、43歳。出身は兵庫県
姫路市です。両親と兄が教師を務めていて教員一家
です。私は野球をずっとやっていて兵庫県は激戦区
で、なかなか甲子園に行けませんでしたが県大会で
ベスト８までは行けました。上尾RCは甲子園で野球
ができるとお伺いしておりますので、また肩を作っ
ていきたいと思っています。
今の会社 株式会社TECサービスは平方にあり、
業務用の空調設備業（エアコン）をメインに事業を

相手をナイフで射貫く、ほぼ自衛隊だけの武道です。
僕は初段です。胸を突いたら１本になります。
僕がいた航空警戒管制部隊は、昔いたときより数
が多くなっていて、全国28カ所にレーダーが設置さ
れています。僕がいたのは入間基地で、日本を４つ
のセクションに分け全てのデータがここに来るよう
になっています。入間ではほぼ日本海のレーダーを
見て、ロシアや中国からどんな飛行機が来るのかと
いうのを見ていました。基本的に飛行機は周波数を
出していて、空路を決まった時間に通って識別され
ます。その識別と合わない飛行機が全て不明機にな
ります。不明機がすごい勢いでやって来ると敵では
ないかと我々が発見してF-15を飛ばします。この辺
りだと石川・小松基地にF-15が約40機配属されてい
ます。日本海の領空に向けて追撃する形になります。
今の飛行機についてです。F-15のFはファイター、

戦闘機です。F-15の速度は速くてマッハ2.5と言わ
れています。時速3000キロで、羽田から千歳まで17
分で飛びます。それだけのスピードで日本海にやっ
てくる飛行機をギリギリまで識別していると遅いの
で、ある程度の段階でその飛行機が何なのか見に行
く体制をとっています。僕が所属していた25年前は
１カ月に１〜２回、F-15を飛ばす程度でしたが、最
近同期と会って話を聞いたら、昨年日本は725回、
F-15が出動したそうです。
勤務していた当時、大きな事件が起きました。北
朝鮮からテポドン１号が発射され、日本上空を飛び
越えて太平洋に落ちました。以降、日本海に向けて
レーダーを強く発射するようになりました。
最近の国際情勢ではロシアのウクライナ侵攻があ
りますが、日本も北方領土の領空域が微妙になって
いますので、他人ごとではないなと感じます。結婚
を期に自衛官を辞めました。
自衛隊に行った経験は、今の仕事の糧になってま
すので、機会があり
ましたらまたお話し
させていただきます。
本日はご清聴いただ
きありがとうござい
ました。

斎藤修弘会長／長沼幹事／深澤副会長／
門崎副幹事／大塚信郎会員／村岡会員／尾花会員／大木保司会員／
大塚崇行会員／島村会員／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／樋口会員／宇多村会員／坂本会員／
小田切会員／丹井会員／奥川会員／寺脇会員

献血活動

第2918回
2022.4.7

於：上尾駅東口

寺脇会員、卓話いただき
ありがとうございました ！
会員数
出席数
欠席数

36
29
7

出席率 80.56％

JR上尾駅東口で、献血活動を展開しました。おかげさま
で大勢の方に献血にご協力をいただきました。
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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 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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スマイル

しています。会社の強みは、24時間工事対応してい
ることで、お店が終わった時間帯に工事をしてお店
の営業を止めない対応をしています。
本年度、上尾商工会議所青年部の会長を仰せつか
っていました。本日をもって会長職が終わります。
また次年度は日本商工会議所に出向させていただき
ます。この中では樋口先輩が唯一日本で委員長をさ
れていたということで、上尾の地を広めていきたい
と思っております。
さて、ここからはなぜ自衛隊に入隊したのか、自
衛隊がどういうものだったのかというお話をしたい
と思います。教員一家で「公務員になった方がいい
よ」という育ち方をしてきた私です、高校野球をし
てそのまま大学に進学するつもりでしたが、セレク
ションの日に先輩のサイズがあっていない靴をはい
て階段から落ちて、セレクションに参加できずに、
バッテリーで受けに行ったのですがピッチャーだけ
が大学に合格し、大学をどうするかという時に自衛
官の方が実家に来て、パイロットにならないかとい
う話をされました。それで自衛隊に進みました。私
が入隊したのは航空自衛隊です。パイロットになろ
うと試験を受けましたが、一般の隊員として入隊し
ました。３年間の任期契約で18〜21歳まで任務をさ
せていただきました。航空自衛隊では特殊な職種、
レーダー管制員をしていました。レーダー管制員は
日本の国防の第一線でやっているところで、敵機が
どこにいるよと、パイロットと連絡をとりあってい
ました。一般の自衛官でもなかなかその職種には就
けず、地下３階の別のIDカードで入るという特殊な
部隊に配属されました。
航空自衛隊では銃剣
道という武道を習いま
す。剣道の竹刀の先に
ナイフを付けて、ライ
フルの弾が切れたら、

