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2021-2022年度 斎藤 修弘会長

皆さん、こんにちは。３月以来の円安がなかなか止まらない状況に
ありますが、トヨタが日本企業で過去最高の営業益２.９兆円と6年ぶ
りに記録を更新したとニュースにありました。円安も含め物価が上が
っている中、商社など円安の恩恵を受けている業種もあるようですが、
私個人としては早く円高に戻ってくれないと願っております。
日本経済新聞の記事に『企業、円安長期化見込まず 為替想定120円
以下が8割』と答えている企業が多いそうです。日本経済新聞が9日ま
でに今期の想定レートを開示した約80社を集計したところ、上場企業
が2023年3月期の為替見通しを実勢より円高に見積もっているそうです。
想定レートを開示した企業を集計すると、1ドル=120円が4割と最も多
く、115円以下は3割あったそうです。
さて10日（火）は鴻巣水曜RCの創立30周年の式典に長沼幹事と参
加してきました。大塚パスト、島村さん、大塚崇行さん、藤村さん、
樋口さんなど参加された方にはご存じの話になりますが、記念講演は、
北朝鮮・拉致被害者の蓮池薫さんでした。蓮池さんのお話しが衝撃的
だったので簡単にではありますが皆さんにシェアさせていただきます。
北朝鮮による拉致の対象は日本人だけでなく、世界中の国の方がいる
のですが、拉致をする目的は工作員をつくるためだそうです。拉致し
た人に成り代わってパスポートなどを偽造し工作員を送り込んでいた
のが、いろいろな国から拉致した人自体を工作員として養成していく
方針に切り替わったそうです。蓮池さんの話がどのように進むのだろ
うと、聴衆は冒頭から聞き入っていました。蓮池さんが拉致されたの
は奥さんと結婚する前の1978年、まだ大学3年生で、新潟の柏崎で夕日
を見に行こうと彼女と海岸に繰り出したところ、笑顔で近づいてきた
流ちょうな日本語で「タバコの火を貸してください」と話す人に手を
差し出した瞬間、顔を殴られて記憶がなくなり、手足を縛られ、口ふ
さがれ、袋に詰められて船に運ばれました。彼女は女性なので殴られ
たりはしなかったのですが、やはり袋に詰められ船に運ばれました。
北朝鮮では、いつ殺されるかわからない不安の中、工作員として日々
育成されたそうです。その後、拉致をしてきた人についての対応が変
わり、離れた彼女（奥さん）と1年7ヶ月ぶりに再会して、現地で結婚
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させてもらっ
て子供を二人
授かりました。
これは現地で
子供を育て根
付かせるため
の作戦だった
そうです。
そしてなん
と２４年後、
2002年に小泉
政権の働きか
けでやっと日
本に帰れまし
た。この時、
子供は人質として北に残すのが条件でした。日本で
会見したら「北に帰って来い」と言われていました。
でも日本に帰って、親と奥さんと話して、奥さんは
子供のために最初大反対していたが日本に残って小
泉政権に守ってもらおうとなりました。その後小泉
政権の尽力で1年7か月ぶりに子供も日本に帰ってき
て一緒になれたという、壮絶なお話しを講演されま
した。講演後、鴻巣水曜RCさんは、拉致被害者を救
う会 全国協議会に活動費として寄付金を贈呈して
いました。
話は変わりますが、１１日には現次年度会長幹事
会が鴻巣のレストランときで行われました。一部は
現年度、次年度が分かれて会議を行い、二部は宴会
場で懇親会となりました。
当クラブの大塚パストガバナーは昨年、懇話会会
長に就任されたのですが、就任後はじめての挨拶を
されていました。司会は、懇話会幹事の尾花さんで
した。次年度会長幹事さんとも同じ場で飲食を共に
し、コロナが収まってきて次年度がいよいよ動き出
すなぁという感じで、皆さん意気揚々としていた。
さて今日は例会主題の前に、ウクライナへの追加支
援をするかどうかについて「クラブフォーラム」を
開催します。ウクライナ情報について少しお話しし
ます。ロシアのプーチン大統領が9日、第2次世界大
戦の対ドイツ戦勝記念日にあわせてモスクワで演説
し、今回のウクライナ侵攻について「唯一の正しい
決定だった」と自信満々に述べ、北大西洋条約機構
（NATO）がロシアに脅威を与えていたとの一方的な
主張を改めて展開し、侵攻を正当化していました。

そのような中、フランスのマクロン大統領は、ウク
ライナを欧州連合（EU）に加盟させたいが、それに
は条件が厳しいのでより簡素な手続きで加盟できる
新組織「欧州政治共同体（＝簡易版EU）」設立を提
唱し、ウクライナの加盟に手を差しのべているそう
です。
本日はプログラムを変更して、ウクライナ人道支
援についてのクラブフォーラムを開催します。
本日もよろしくお願いいたします。

幹

事

報

告

長沼 大策幹事
◇５月のロータリーレー
トは１ドル＝１３０円で
す。
◇クールビズについてで
す。当クラブのクールビ
ズは、市役所など行政と
期間をあわせるということで５月〜１０月になって
います。
◇11日に開催された新旧会長・幹事会＆懇話会の懇
親会会場で、第５グループ次々年度のガバナー補佐
が桶川イブニングRCさんの堀口勝男様に決定したと
発表されました。
◇ウクライナへの人道支援について、クラブからは
１人１万円×会員数＝３６万円を送金しましたが、
その後、財団から個人へのお願いに対して、追加で
クラブ合計１８万円を４月末に送金しました。あり
がとうございました。
◇職業奉仕部門講演会が６月２日にロイヤルパイン
ズホテル浦和で開催されます。テーマは「次世代の
エネルギー問題」、講師は振原隆司様です。詳細は
後ほどオンラインでご案内させていただきますので
希望者は幹事までご連絡ください。
◇RI第2770地区ガバナーナイトが、６月３日にロイ
ヤルパインズホテル浦和で開催されます。国際大会
のガバナーナイトがヒューストンでもZOOMでもなく
浦和で開催されるということです。参加希望者は個
人ごとに、お申し込みをしていただくことになりま
す。登録料お一人様15,000円。締め切りは5月25日で
す。申込書が必要な方は幹事までご連絡ください。
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結婚祝い授与
山崎 亮一 会員

お祝いをいただき、ありがとうございます。４月
29日（祝）に、川越の氷川神社で挙式を行うことが
できました。現在、新婚なのですが、残念ながら新
居のリフォームが済んでいなくて、早々に別居中で
す。（笑） 現在、上尾のホテルなどを泊まり歩い
ていて、今日はむさしのグランドホテルに宿泊しま
す。皆さんには、今度は出産の報告ができるように
努めたいと思います。

ご結婚 おめでとうございます ！
クラブ細則に則りお祝い金を贈呈しました。
末長くお幸せに ！!!

財 団 功 労 者 メジャードナー 表 彰

藤村

作

会長

おめでとうございます ！

近況報告

坂本 忠光 会員
皆さん、こんにちは。
家族の話を少ししたいと
思います。うちは子供が
２人いて、上は男の子、
下は女の子です。上の子
は高校３年生で大学受験
に向けて一生懸命勉強しているように見えていると
ころです。よくよく考えると貴重な体験をしている
学年になってきます。たとえば小学校入学（幼稚園
卒園のとき）は東日本大震災の年でした。小学校は
市内の公立で、小６の卒業旅行では日光でしたが、
ちょうど東照宮陽明門の修復工事中で、シートに囲
われている陽明門前で集合写真を撮りました。中学
３年生の後半からは新型コロナにあいまして、高校
の入学式がまともにやれず、３年間、体育祭・文化
祭といった集団行動がほぼほぼ開催できていません。
また修学旅行ではオーストラリアに行けなくなりま
した。２月には沖縄旅行も予定されましたが、まん
防で行けなくなりました。修学旅行先はどんどん近
くに変わっていき、大阪に行くことになったのです
が、いま大阪はコロナ新規感染者が横ばいで、行く
or行かないの検討中です。親としてはなんとか行っ
てもらいたいなと思っています。
また下の子はいま中学１年生ですが、剣道部に入
部しました。１年生は女子１人、男子３人で、３年
生がぬけると部活の存続が難しくて、自分も中学の
時に少しだけ剣道をかじっていたので今、少しだけ
下の子と会話することができ、安心している今日こ
の頃です。以上になります。

クラブフォー ラム

ウクライナ人道支援について
ウクライナ人道支援について、議論を重ねました。ク
ラブでは引き続き支援について検討していきます。一刻
も早く紛争が解決することを願います。

2021〜2022年度 4月 出席表

スマイル
斎藤修弘会長 クラブフォーラム
ご参加ありがとうございました。
深澤副会長
皆様にはご迷惑・ご心配をおかけし
申し訳ありません。体は大丈夫です。
吉川会員
ご無沙汰しております。
尾花会員
ウクライナ支援
しっかり行いましょう。
長沼幹事／門崎副幹事／武重会員／
大塚信郎会員／村岡会員／
大木保司会員／島村会員／
藤村会員／須田会員／樋口会員／
坂本会員／小田切会員／
大木崇寛会員／奥川会員／
関口良康会員／山崎会員

出席率
会員数
出席数
欠席数

36
24
12
66.67％
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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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