
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山崎 聡亮会長 

 コロナウイルスが中国の武漢を中心に世界を揺る

がしているという状況が続いております。それに対応

して日本政府が民間機をチャーターして邦人を救出

すべく旅客機を飛ばすそうです。 

 このことで思い出したことがあります。1985 年イ

ラン・イラク戦争があり、サダム・フセイン大統領が

2 日後にイラン上空を飛んだ飛行機は全て打ち落と

すという宣言をして大混乱に陥りました。その時の中

曽根首相が民間機で救出しようと探ったのですが、民

間ではそんな危険な所には行けないと結局飛びませ

んでした。そうしたところトルコが日本に協力をして

イランに飛行機を飛ばして一日の間に日本人を救出

したというニュースがありました。これは今から 95

年前のエルトゥールル号の沈没事件に由来します。明

治 23年紀伊半島の沖合でエルトゥールル号が台風で

座礁し、約 600名中岸に泳ぎ着いた 69名を必死の思

いで助け出しました。明治の事ですから言葉は通じず

物資もあまりない、体温で冷えた体を温め助け、その

人たちを日本の艦船でトルコまで送ったということ

がありました。このことがトルコで教科書に載る位有 

 

 

 

名になっておりまして、その恩返しとしてイラン・イ

ラク戦争の救出劇に至ったという話があります。国と

国との間の出来事とはいえ国も恩を忘れていない、今

もって日本との関係を保っているということは非常

に感動する出来事だと思います。 

 我々ロータリアンも色々な国の人と触れ合うこと

がありますが、ロータリーが一つのきっかけとなって

何かしらの交流に繋がって行けたらという想いを今

回の事で改めて考えさせられました。 

 

 

 

黒臼 秀之会員 

 今日はサナも連れてこようと思っていましたが体

調が悪くなり一人で来ました。12 月から預かり 2 カ

月が経ち、言葉の壁に歯がゆい思いをしておりますが、

日々楽しく過ごしています。サナは将来自然環境に関

した仕事をしていきたいと言葉が分からないなりに

話してくれました。 

 

 

 

  平田 利雄 50周年大会実行委員長 
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RIテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」（Rotary Connects the World） 

大宮南RC運営方針「地球人として、何か良いことをはじめよう！」 

 

 

 

 



 

 

大沢 守輝幹事 

① 台風19号の義援金御礼と報告 

② 2/9(日)さいたま大空RCとの合同例会 登録料 

2,000円 

 

  

 

山崎聡亮会員 新年の抱負をみ

んなで語り合おうという例会で

す。個人的な事、会社の事、RCの

事、何でも結構ですのでお一人ず

つ順番に、楽しく発表していきた

いと思います。私の家庭では 2日

に女房の 4 人姉妹が家族を連れて我が家に集まり宴

会をします。孫が一人ずつ抱負を発言し、大人も語り

ます。孫たちは人前で話す初めての体験になるわけで、

女の子などは泣き出す子もいます。 

大沢守輝会員 今年はそろそろ

結婚しようかなと思っています。

それも関係あるのか無いのか、来

年度何故か地区のブライダル委

員会に入り、人の世話をしている

場合じゃないと昨日も委員長に

言われました。 

佐藤一博会員 ちょっと湿っぽ

くなってしまうのですが、喪中で

すのでまずは家の中をきちんと

しなければなりません。そして会

社も非常に暖冬で燃料屋として

は大ダメージを受けております

ので、そろそろ気温とか気候に左右されない商売を考

えなければいけないと考えております。次年度橋本会

長の下で幹事をやらせていただくということで微力

ながらクラブの運営に力を添えられるように頑張っ

ていきたいと思っています。 

清水良朗会員 日本うなぎが捕

れなくなって 3 年、非常に業界

が苦しい状況だったのですが、

今年は豊漁です。しかし油断な

らない状況ではありますので完

全養殖化を目指して取り組んで

いるところです。ウナギが高騰して3，4年、皆様 

 

 

 

には本当にご迷惑おかけして、特に飲食店の経営が思

わしくなく、そんな時に将来的なことも考えて中華料

理の店を出すことにしました。南銀の京園という老舗

が閉店することになったのでその後をお借りして内

装工事後、3月入ってからの開店になるかと思います。

中国は内陸部が多いため川魚を中心にした料理なの

で、家は川魚問屋だと思いコイ・ウナギ・スッポン・

ナマズの 4 つを中華料理として出すことができると

考え、川魚中心の中華料理をやることになりました。

是非ご利用ください。店の名前は「登龍門」、黄河の

中流域に龍門峡という激しい流れの滝がありまして、

鯉だけは登ろうとし、それを見た人がこの鯉は滝を登

ったら龍になると登龍門という伝説が出来ました。立

身出世、皆様の仕事が繁栄に繋がるような、縁起の良

い場所を作っていきたいと思います。 

小平啓介会員 小平のルーツは

栃木県佐野市葛生町で林業を

代々営んでいて、おやじが材木

店を大宮に築いてそこから派生

して建築方面もやらせていただ

いています。山が台風でダメー

ジを受け、大雨が降った山は林

道が川のようになって、人が入れない状況になってし

まいます。現在、林業はあまり魅力のない産業になっ

てしまいましたが、手を入れない、手を入れなければ

人が入れない、人が手入れしなければ木が細くなり山

が痩せていく、その悪循環が今の里山の現状です。そ

こに少しでも抗おうという訳ではないですが、ご先祖

様が植えてきた杉や檜を使った家作りにこだわって

いきたいと思っています。これだけ日本国内に杉や檜

が植わっているのに何でわざわざ輸入しなければな

らないのだと、ちっぽけな存在ですけれども国産材に

こだわった家作りを全うすべく、まずはこの 1年は荒

れてしまった林道の整備に取り組んで行きたいと思

っています。 

会員数39名  出席者数16名  出席率 43.24％ 

欠席した免除適用を受けた会員数 2名 

 

ニコニコBOX               ￥18,000                                            

 

                  

本日の撮影者             塚田 拓也会員                                                           

 

                  



阪泰彦会員 お正月を迎えて 77

歳になりました。父親と祖父が意

外に早く、30と40位で亡くなっ

ているので、自分がいくつ迄生き

られるのだろうと不安に思って

いました。父親の亡くなった 30

を超えた時には「良かった」と子

供の頃のイメージを払拭しました。自分の中では後5

年は生きたいと思っています。90、100まではという

希望はあまり持ってはいないのですが 1 年 1 年大事

にしたいと思っております。ロータリーに関しまして

は、今年はクラブ管理運営部門委員長を仰せつかって

おりまして、念頭に皆さんに集まっていただいてお話

をさせていただきました。その後活動がそのままにな

ってしまっておりますので後半には委員会を開き、も

っと活発に動いていければ良いと思います。来年は親

睦委員をやらせてもらいます。どんな形でも良いので

街中で集まってワイワイガヤガヤ話し合える場があ

れば良いと思っております。後半もよろしくお願いい

たします。 

山本かなえ会員 仕事では一昨

年位までは添乗前 2 日間位の完

徹は当たり前でした。旅行の仕事

は計画して段取り良くやってい

ても計画通りにはいかない部分

があります。最初は女性スタッフ

が良いと思って採用していたの

ですが、女性は結婚・出産などでなかなか定着せず、

今男性のスタッフが一人入り非常に育ってきたので、

ありがたいことに落ち着いてきました。明日が添乗と

いう今日のような場合でも例会に出席することがで

きるようになり、自分の事も少しずつでも余裕を持っ

てやっていきたいと思っています。ロータリーではナ

ディアやサナと良い経験をさせていただき、表面上の

関係でしかなかったものが密に関わることができて

おります。今年もより一層、自分のできること、得意

なことを生かして貢献していく事が出来たらよいと

思っております。 

宗像英明会員 仕事の方は昨年

6 月位から解散という話が出て

おり、12月15日をもって一度解

散ということになりました。若い

弁護士を育ててきたという意味

もあったので現在は弁護士 5 人

で経費的な面でも少し楽になりました。毎月毎月お金

を稼がなくてはと追われる日々でしたが今後はじっ

くり仕事をしたいと思います。ロータリーの方では長

い米山記念奨学部門への出向も6月で終わります。後

は小平さんに引き継ぎましたのでよろしくお願いし

ます。地区は十分なので地区出向はこれでおしまいに

させていただいて、今後はクラブ内のこととか、まち

づくりなどに取り組んでいきたいと考えております。 

黒臼秀之会員 地区に4年出てお

り今年は部門委員長を仰せつか

っておりますが、7 月からはクラ

ブのために活動したいと思って

います。今年も職業奉仕の卓話に

14 クラブ行かせていただいて、

色々なところを見させていただき、うちのクラブでも

十分使えるなということも得てきましたので、少しず

つ皆様に伝えていければ良いかなと思いました。人数

の多いクラブも少ないクラブもありましたが、個人的

な考えでは人数の少ないクラブがすごくまとまって、

信頼し合って、皆で声かけあって来ていると、とても

良い感じに見えました。うちも決して多いわけでない

し出席率も良いわけではないですけれども、来た時に

は笑顔で会話ができる良いクラブだと思っています。

小さくても立派にやっているクラブはたくさんある

と皆さんに伝えたいと思っています。仕事に関しては

去年岩槻の方がもらい火で火事になってしまいまし

た。火事を出した人はスリランカの業者さんで、反対

側は中国のペットボトルなどを作っている会社で、と

ても植物を育てるような環境ではなかったので売り

に出しました。思いの他簡単にアフガニスタン人に売

れました。その方は37歳で、小学校も中学校も一切

行っていない、ミサイルが飛んできて自分の家があっ

という間に無くなって、命からがらあちこちの国を逃

げてきたそうです。今では 7 か国語を話して 7 か国

に法人を持って中古のオートバイを販売しているそ

うです。日本語を流暢に話し、とても立派で、商売っ

気のある人です。これからも仕事以外の部分でお付き

合い出来たらと思いました。 

樺沢二郎会員 仕事の話は消費

税上がったあたりから飲食店は

本当に大変になり、非常にやり

にくくなってしまいました。今

はインフルエンザですか？マス

クが本当に無くなってしまいま



した。中国で騒いでいる時にいち早くマスクを手配し

たのですが、今は店頭に出回っていません。親戚が小

川町でカラオケスナックをやっているのですが、小さ

なお店はいつも予約がいっぱいで20～30人入る店を

70 人程度入れる店に大きくしてそれでもいっぱいだ

ったのですが、昨年脳梗塞で倒れ75歳の誕生日に見

舞いに行きました。車椅子で施設に入っていて見る影

もなく、体は大事にしなければいけないと思いました。 

橋本洋子会員 仕事の方はおか

げさまで昨年個人の賃貸マンシ

ョンを建てすぐに満室になり、氷

川神社できちんとやっているお

かげだと思いました。きちんと納

めるものは納め、寄付することを

言われたらイエスかはいか喜んで、と藤井さんから言

われたとおりにやっております(笑)。私より 5歳位上

の方が完全に認知症になっていて、その方は小料理店

をやっていてお酒を飲む仕事でしたが、この間の電話

では意思疎通ができない状態でした。やはりお酒はほ

どほどに健康に気を付けたいと思います。ロータリー

は来年度頑張りますのでよろしくお願いします。 

ナディアさん 大学でカーボン

ファイバーの性質を研究してお

りました。昨年マレーシアに帰る

前、12 月に実験を全部終わらせ

ました。今は修士論文と修士論文

概要を書いています。残念ですが今年の IMは出席で

きません。2 月 13 日に修士論文卒論発表日になりま

すので、うまく発表できるように頑張ります。ロータ

リーの方は今まで約 2 年間お世話になっております。

特に大宮南 RC の皆さんに会えて本当に良かったで

す。マレーシアに帰ってからも皆さんと連絡を取りた

いと思います。マレーシアのロータリーも探してもし

機会があれば入りたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

藤井フヂ子会員 ロータリーに

入りまして 9年目です。本当にこ

の9年間で色々な方との出会いが

ありまして、家も建てていただき

まして、今年 4 万人中全国で 10

番以内に入るような勢いでお仕

事も全て順調です。最初に出会っ

たのは黒臼洋蘭さんの「幸せを運ぶ花」で、あの花に

会ってから佐藤誠社長の会社に行きまして、そこで

RCに入れていただいたことに感謝しております。楽

しくて仕方がないロータリーに頑張ってお手伝いさ

せていただきますので、よろしくお願いします。 

斉藤博一会員 今日はこんな天

気で、さらに夜間例会で出席人数

も少ないですが、皆の話を聞いて

いてやっぱり南は良いなあと思

いました。来年度は洋子さんと一

緒に頑張って行かなければなら

ないなと思いました。 

佐藤誠会員 ロータリーに関し

てはここ2年間米山関係をやらせ

ていただきました。暮れには皆さ

んに本当にお世話になりました。

喪中は喪中なのですが、父と母が

同じ年で、当然父親が先に行くも

のだと想定していたのに、結果的に母親が先に行って

父親の時の為の予行演習をさせてくれたのだと、母親

らしいなと思っているところなのであまり喪中とい

う感じではありません。今年の抱負はロータリーに関

しては橋本年度は副会長、地区では米山委員長をやる

ことになっておりまして、来年度は地区を中心に活動

したいと思っております。仕事の方は私の中で 60に

なる年の 4 月に息子と事業承継する計画を持ってい

ますので、ロータリーの方もしっかりやれるように事

業承継できることを固めていくための 3 か年のうち

の初年度かなと思っています。 

塚田拓也会員 今年の抱負は会長

に忘れられないように存在感を出

していきたいと思います。僕は塗

装業をしておりまして、去年は台

風の被害が多く、こんなことを言

っては語弊がありますが、正直建

設業界は台風によって仕事量が増え建設バブルがあ

りリフォーム業は潤っているような状況です。いつも

思っていることは仕事の受注などを積極的にやって

いき、会合に顔を出し人脈を広げて行ければと思って

おります。今年40になるのですが、そういった会は

お酒の席も多く、お酒を飲んだ翌日にほとんど記憶が

無いということがあり、注意していかなければならな

いと、厄年でもあるのでその辺を踏まえて体に気を付

けて頑張っていけたらと思っています。ロータリーで

は来期親睦委員をやらせていただくことになってい

ますので、盛り上げていければと考えております。 


