創 立 １９６３年３月１６日

2021‒2022年度R.I.テーマ

奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために

第２921回 例会

会長あいさつ

2022. 4. 28

週 報
発 行

Ｎｏ．2190
２０22年 5月 12日

2021-2022年度
会 長 斎藤 修弘
幹 事 長沼 大策
副会長 深澤 圭司
副幹事 門崎 由幸
編集責任者・公共イメージ向上委員会
委員長 横山 泰史
ゲスト
2022 学年度
ロータリー米山記念奨学生

荘

正宇 くん

行事予定

5月 12日 クラブフォーラム③
次年度計画発表
深澤圭司会長エレクト
5月 12日 会員卓話
藤村 作会員

2021-2022年度 斎藤 修弘会長

皆さん、こんばんは。荘正宇くん、上尾RCへようこそ！念願の来日
が叶ってよかったですね！１年間、素晴らしい経験と思い出となるよ
うに頑張ってください。
ウクライナへの人道支援について理事会で審議し、５月12日の例会
でクラブ協議会を開催する運びとなりました。行事予定表を変更しま
したので追加支援について皆様よりご意見をいただきたいと思います。
さて、新型コロナの影響が長期化する中、東京にある“異変”が現
れているのをご存じですか？東京を出て行く人の数が東京に入ってく
る人数を上回る「転出超過」が毎月のように起き、東京の一極集中を
続けてきた日本の潮流に変化が起きているそうです。調査会社「不動
産経済研究所」によると、東京、神奈川、埼玉、千葉の１都３県で先
月発売された新築マンションの1戸当たりの価格の平均は6518万円で、
去年の同じ月より188万円、率にして3％上昇、3か月連続で上昇してい
るそうです。地域別平均価格では東京23区が7947万円で去年の同じ月
より1.5％下回り、神奈川県は5564万円で0.2％下回りましたが、埼玉
県は5961万円と21.4％上回りました。埼玉県内の内訳では、人気エリ
アである川越、川口、浦和でマンションの発売が相次ぎ全体の平均価
格を押し上げたということです。2021年度に発売された首都圏の新築
マンションの平均価格は6360万円と前の年より6.1％上昇し、バブル
景気だった1990年度を上回って過去最高となったそうで驚きました。
「人件費の上昇を背景に新築マンションの平均価格は高い水準が続い
ています。マンションの部材の価格上昇に加えて円安も進んでいて、
長期的にも販売価格は上がる可能性が高くなっている」そうです。
余談ですが、私の実家（桶川）の周りでも半径100ｍ以内でこの一年
で解体し更地になっているのが３軒あります。今後、団塊世代の方た
ちが後期高齢者になり、子供たちも相続しても負担が大きいというこ
とで売却するケースが増えていき、土地が余って、単純に考えれば土
地の値段は下がりそうですが、埼玉県のマンションは値上がっている
という情報をシェアさせていただきました。
本日は大塚パストガバナーより卓話を披露いただきます。結婚・誕
生のお祝いもあります。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
荘君、上尾RCの例会へよ
うこそ！
◇５月12日の例会で、ク
ラブ協議会を開催させて
いただきます。
◇地区会員増強維持部門
から５月29日開催の「ロータリーを愉しむ会」の案
内が届いています。こちらは入会５年以内の会員な
どが対象になります。対象者に直接ご案内させてい
ただきますので、ご出席のほどお願いいたします。

なければならないのですが、ロシアがウクライナに
軍事侵攻したため、コロンビアのカーネーションが
日本に全く入ってこなくなりました。アメリカ・マ
イアミあたりに留まっていて、チャーター便か船便
での輸送が必要だそうです。国産のカーネーション
もかなり高騰しています。当店は海外産を扱ってい
ないので、国産のカーネーションをたくさん仕入れ、
価格の面で大変ですが、全国のお母さんを笑顔にす
るために、がんばりたいなと思います。ぜひモナミ
に寄ってカーネーション１本でもいいのでお買い求
めいただけると嬉しいです。本日はありがとうござ
いました。

結 婚・誕 生 祝 い

ロータリー米山記念奨学金授与

結婚記念日 おめでとうございます！

2022学年度 ロータリー米山記念奨学生 荘正宇くん

皆さん、こんばんは。私の名前は荘正宇（ソウ・
セイウ）、台湾からの奨学生です。現在、日本薬科
大学 大学院２年生です。まず島村さんと長沼さん
に感謝します。お二人がいなければ、スムーズに入
学式に出席できませんでした。そして須田さんに感
謝します。奨学生になってずっと助けてくれていま
す。最後に皆さんに感謝します。本当にありがとう
ございます。これからもよろしくお願いいたします。

近況報告

横山 泰史 会員
皆さん、お久しぶりで
す。なかなか出席できず
にすみません。
近況報告ということで
５月８日に「母の日」と
いう、花屋にとって一大
イベントが待っています。私はこの後も市場に行か

大塚 崇行 会員
結婚29年経ちました。
昨年４月、子どもが26歳
で、学校卒業して３年間
違うところに勤めていま
したが、うちの会社に入
社して仕事を手伝ってく
れるようになったので一安心かなと思っています。
次男は学校を卒業し、少し納骨の手伝いをしてくれ、
ヨガのインストラクターをしているので福利厚生で
会社の中でヨガ教室もやってくれています。
島村 健 会員
年度計画書を見落とし
ていましたが昭和34年４
月15日生まれで63歳にな
りました。平成元年に結
婚したので33年になりま
した。おかげさまで娘３
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人とも就職しています。次女が名古屋で勤めていま
したが２月に帰ってきて、３人とも実家から通勤し
ています。コロナのまん防要請期間が終了して、外
でお酒が飲めるようになり、昨日も齋藤博重さん、
宇多村さん、門崎さんと一緒に夜中まで飲んでしま
いました。結婚祝い、誕生祝い、ありがとうござい
ました。今後ともよろしくお願いいたします。
齋藤 哲雄 会員
皆さん、こんばんは。
横山会員から花束をいた
だきありがとうございま
した。カサブランカと、
ガーベラの花は今も咲い
ています。昭和58年４月
17日に結婚し39回目の記念日を迎えました。子ども
は男３人、女１人を授かり、長男と長女が結婚して、
孫は今年長男に２人目、長女に１人目が産まれる予
定です。日本国のために多くの子どもを授からなけ
ればならないということで私自身は任務を果たした
のではないかと感じています。今の家庭を振り返る
と、女房はパワーアップして元気ハツラツ、私は少
し老いを感じています。これからも精進していきた
いと思いますのでよろしくお願いいたします。本日
はありがとうございました。

問で使った記録がありま
したので、それを披露し
て責務を果たしたいと思
います。
初めに歌を流します。
いい歌だなと思った「子
供たち！ Enfants for Rotary International」です。
下に文字が出ます。この文字を読むとロータリーの
精神がよくわかっていただけると思います。この曲
を聴く時、ウクライナの子どもたちに思いを馳せま
す。本当にあらゆる民族の子供たちは「皆平等に生
まれるなんて誰が言ったの？」「あなたは苦しみの
ない世界を信じることができますか？」という歌詞
が胸に刺さります。

村岡 武仁 会員
10日前に結婚祝いをい
ただきました。ありがと
うございました。思い返
しますと、昭和40年４月
18日に結婚し、57年目の
記念日を迎えました。先
日、「結婚記念日だから芝居でも見に行こうか」と
家内を誘ったら「何をいまさら」という感じで、家
内は記念日を忘れていたようです。私が記念日を忘
れていたらたいへんな思いをするのですが、家内が
忘れていたので不問にしました。このような感じで
これからも生活していくのではないかなと思います。
これからもよろしくお願いいたします。

例会主題

大塚 信郎 会員

ロータリーについて

皆さん、こんばんは。会員卓話ということで、何
を話そうかと思い、私がガバナーだった時、公式訪

次に「国際ロータリーの歴史」をご覧ください。

続いて「日本のロータリー史」をご覧ください。

けていただきたいと思います。
ちなみに私と女房は国際大会に20回行きました。
世界各国20か国に行って、いろいろな経験がありま
す。デジカメでいろいろ撮影しましたが、残ってい
ないので、紙にプリントして残しておいた方がいい
と思います。本日はありがとうございました。

スマイル
斎藤修弘会長／長沼幹事／門崎副幹事／大塚信郎会員／村岡会員／
大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／
横山会員／須田会員／樋口会員／宇多村会員／坂本会員／
小田切会員／大木崇寛会員／奥川会員／山崎会員

大塚信郎会員、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
25
11

出席率 69.45％

日本薬科大学 教授・博士 陳 福士様
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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

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

私がガバナーをやって、いろいろな形でいちばん
支えてくれたのが上尾RCの皆さんでした。私の次に、
ガバナーになれる方を輩出できるように、皆さんに
は努力していただきたいと思います。ガバナーをや
ると楽しいですよ。全然知らないところに行けて、
いろいろなことを教えてもらえます。
私がなぜガバナーをやったかというと、いちばん
初めに国際大会へ行った際、北欧の方へ行って、と
ある方に目をつけられまして、１年だけ延長させて
いただき、岩渕さんが私より後の予定だったのです
が、子どもの入学などがあり、岩渕さんに先にやっ
てもらいました。
2009-2010年にガバナーをやり、九十会〜苦渋の
選択という九十会という同期会で、コロナの関係で
２年間同期会が開かれていません。
いろいろな形で外に出るのは楽しいことですから
積極的に地区に参加したり、いろいろな役を引き受

