浦和北 RC 56 周年

お客様紹介
米山記念奨学生 コルトン様

＊ニコニコＢＯＸ

DO IT TOGETHER～あなたの力を！～

18～19 年度派遣候補生 佐々木 唯衣様

元財団奨学生 郭 敬卓様・珉墅様

本日のニコニコ…43,000 円

今週までの合計…1,360,000 円

2／28（会員は敬称略)

今
古澤建治…10 年ぶり財団奨学生だった郭敬卓さんがおいでになりました。懐かしいです。
長谷川さん本日の卓話楽しみにしております。
田巻覚…記念樹植樹ご参加の皆様ありがとうございました。佐々木さん派遣先が決まって良かったですね。
黒木順一…ゆいちゃんスイス決まってよかったね
北見圭一…父の葬儀に多大なご協力ご厚意をありがとうございました。ロータリーの友情に感謝です。
浅野貴之…ＩＭへの出席ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか？
貝賀雄太…植樹祭参加しました。貴重な経験で楽しかったです。
近藤泰幸…今日の朝、40 年ぶりに鼻血が出ました。何を興奮してるのでしょうか？
斉藤久美子…梅が満開です。梅をみるたび亡き母（梅子）を思い出します。
斎藤光人…先日の植樹祭の参加ありがとうございます。
島村昭敏…人は自分の行動が誰かに喜びを生み出すと感じた時最高の情熱を出すと言われています。
友愛の輪を広げましょう。 スヒャンが明大に合格したそうです。
寿原英樹…ウィスキー何で飲む？ハイボール！ソーダね。平昌オリンピック日本頑張りました（そだね～）
積田優…先日開催されましたＩＭに多くの方にご参加頂きありがとうございました。
戸髙康之…今回の誕生日お祝いとってもとっても吟味してくれてありがとう。おいしく頂きます。
福田剛紀…伊豆で 2 軒目のホテルが本日完成しました。3 月 15 日オープンですので泊まりに来てください。
八木光雄…長谷川会員、すばらしい話をそぅだね！
焼山恭克…平昌オリンピック閉幕しました。とても感動しました。
スケート、カーリング女性の活躍すばらしい！！おめでとう日本！
矢作守正…ハイボールはウィスキーと何で割るの？ソーダネ！
山岸平二…北見さん親孝行できて良かったね！立派でした。
渡邊和良…カクさん、ようこそ埼玉での生活楽しんでください。
長谷川栄…今日のイニシエーションスピーチ少々緊張しています。
村上基治・丹野健・今井憲晃・松島勲・榎本擴・柏滋・三井勝保・半田昭雄・山根健久・島村友基
…イニシエーションスピーチ・卓話宜しくお願い致します。
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RI 月間 3 月
水と衛生月間
世界ローターアクト週間

第 2738 回 本日のテーマ 「戦前の日本人はどうやってアメリカに勝つつもりだったのか」

3 月 7 日 Vol.56-No.30
33

会長 古澤 建治

先週の 2 月 24 日、
見沼第一調整池の一画で多くのメンバーとローターアクトや交換留学生、
そして県の森づくり課の職員、寄居土木事務所、園芸の職人の参加を頂き、共に植樹活動を
行いました。この企画は地球温暖化対策の一つでありますが、埼玉県の「本多清六博士の 100
潜水艦青少年交換留学派遣生帰国報告」
年の森づくり構想」に参画させていただいたものであり、植樹後の 10 年間は樹木の成長を
我々が見続けようという試みです。見沼田んぼ同様、植えた木が無事に成長するように愛情
をもって育てましょう。さて、前回の続きですが 2017 年 11 月 18 日明け方（現地時間）
、ド
イツのボンで開催されていた COP23（気候変動枠組条約第 23 回締約国会議）全ての議題に
合意し無事に閉幕しました。今回は、フィジーが、初めて太平洋の島国として議長国を担い
ました。会議では、タラノア対話の設計についての合意、パリ協定の実施指針に関する交渉
の土台となる文書の作成、さらに、2020 年までの行動の引き上げになどについて合意し、
また、最後まで難航した途上国への支援に関しては、京都議定書に位置付けられている適応基金をパリ協定に位置づける
ことや、資金拠出の計画についてより予測可能な情報提供のあり方を COP で検討することで合意しました。これらの合意
をもって、COP23 は予定された作業を終え、成功裏に終わったと言えます。しかし、今回の合意は、いよいよ本格的な仕
事に取りかかるための土台とプロセスを作ったに過ぎず、実施指針に関しては、多数の困難な論点について、異なる主張
から一つの合意を作り上げるためにすぐにでも交渉にかからなければ、決して間に合わない作業量です。また、2018 年 1
月から始まるタラノア対話によって、それぞれの国が、パリ協定が求める大幅な排出削減の実現に向けて、行動を引き上
げていくことが求められています。当然日本も、2020 年までの自国の行動と途上国支援を拡大させ、また 2030 年目標と支
援も引き上げていく準備を始めなければなりません。本日、長谷川会員のスピーチがあります。空手やバイクツーリング、
釣りがお好きだという，多芸多才という言葉があり、楽しいおはなしを聞けます。釣り好きはメンバーの中にもたくさん
おります。この際、同好会を作り釣り大会など開けたら又新しい感動を味わえるかもしれません。

幹事 田巻 覚

◆次回
◆次々回

■２月１４日から２月２８日までの出来事■
２月１５日 ローターアクト例会が開催されました。
２月１６日 ロイヤルパインズにて IM が開催されました。
２月２４日 記念樹植樹が見沼にて行われました。
２月２６日 IM 実行委員会が開催されました。
■今後の予定■
３月２日
2770 地区第 2 グループ合同コンペが東松苑ゴルフ倶楽部にて
開催されます。
３月１０日 見沼福祉農園にてじゃがいもの植付けを行います。

３月 14 日（水曜日） 点 鐘 17：00 テーマ 『第 30 回 小中学生皆勤表彰』
３月 28 日（水曜日） 点 鐘 12 : 30 テーマ 『渡邊パストガバナー』

☆米山記念奨学・財団 振り込み先：埼玉りそな銀行北浦和支店 当座 0103212 浦和北ロータリークラブ☆
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前例会 2 月 28 日

「イニシエーションスピーチ」
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長谷川 栄会員
ご紹介者 黒木会員

皆様 こんには 長谷川栄でございます。
本日はイニシエーションスピーチという事で自己紹介をさせていただきます。
私は第二次ベビーブーム真っ只中の1972年3月に茨城県古河市に生れました。
茨城県と言えば、昨今マスコミでも取り上げられておりますが、全国都道府県魅力度ラ
ンキングの最下位を更新している不名誉な形で有名になってしまっていまして、少々肩
身の狭い思いをしている昨今でございますが、茨城県も良い所が随所にありますので皆さん是非足を運んでみて下さ
い。
また、学生時代は体を動かす事が好きな少年でありまして、茨城県古河市はサッカーが盛んな地でもありましたので、
小学校からサッカーを行っていました。高校時代にはひょんな事から格闘技に目覚め、空手部に入部し毎日稽古に励
み、3年間所属しておりましたので、最終的には全日本空手道連盟認定の初段を取得することが出来ました。今となっ
てはここで上下関係の厳しさ、そして重要性を学ばせてもらった事が、後に人生に役立つ非常に良い経験が出来たと
感じています。
家族構成はというと、妻と子供が2人。子供は両方共に男の子で、長男が小学校4年生、次男が小学校1年生の4人家族
でございます。子供は可愛い盛りでもありますが、血気盛んな年代にもなってきたので、妻の言う事を聞かなくなり、
家庭の中の状況は皆さんのご想像の通り、妻の怒鳴り声が響き渡る賑やかな生活を送っています。
最近嵌っている趣味は、海釣り（船）を行っていまして、良く行く釣り場は東京湾、そして相模湾を中心に出かけて
います。釣りものは、アジからヤリイカ、太刀魚にワラサ、特に夏場のカツオは、釣り味（引きがいい）、食べ味共
に最高で、専ら嵌ってしまっています。※写真をご覧ください。
今の目標は、夏場に相模湾で釣れるキハダマグロを釣る事で、昨年は釣果０でしたので、今年は必ずリベンジしたい
と思っています。7月～10月までがキハダマグロのシーズンですので是非今年は釣り上げてやろうと、今から夏が待ち
遠しい限りです。大物を釣り上げた暁には皆様に報告をしますので是非とも乞うご期待下さい。
最後に、この度浦和北ロータリークラブに入会するきっかけとなったのは、私が今の会社に入社した22年前から会社
の繋がりでお世話になっている青少年奉仕委員会の黒木委員長に誘って頂き、入会をさせていただきました。1月から
入会させて頂き2ヶ月が経ちましたが、皆さんとても優しく気さくに声を掛けて頂けるので非常に居心地が良く楽しく
させて頂いております。
入会したてで良く分からない事も多く、皆様にはご迷惑をおかけしますが今後ともどうぞご指導のほど宜しくお願い
いたします。

家族写真 2017 年奄美大島にて
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自ら釣った魚の味は格別
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職業奉仕委員会
丹野委員長

IM 実行委員会
福田ガバナー補佐
積田実行委員長
浅野副委員長

受付

New member Pin 贈呈
Paul Harris fellow Pin 贈呈
桒原 道子会員

村上会員 山岸会員
斎藤会員 市川会員
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社会奉仕委員会・ニコニコ
齋藤 光人委員長

第２グループ親睦ゴルフ～東松苑ＧＣ３月２日

リレーエッセイ

出席報告
村上会員

IM 実行委員会 ２月２６日開催

「浅野会員、ナイスショット！」

寿原英樹会員

「Ｊリーグ開幕」
平昌オリンピックの女子マススタートそしてカーリングのメダル獲得でスポ
ーツの話題がもちきりですが、２月２４日Ｊリーグが開幕しました。
私が１９９３～１９９９年まで広報を担当していた「湘南ベルマーレ」
、今期よ
りＪ１に復帰、そして藤和不動産→フジタ→ベルマーレが今年創部５０周年とい
うことで開幕戦に招待されフラッグベアラーを務めました。
久しぶりにピッチに入り感無量の想いでした。関係者に感謝。
ただピッチを出る際に、対戦相手Ｖ．ファーレン長崎の高木琢也監督もフジタ
出身だったので、声をかけ握手してしまい、後から注意されてしまいました。

例会日
2月
14 日
2月
28 日

総員

出席免除
適用者欠席数

出席

欠席

MU

出席率

修正出席率

78
78

12
15

50
33

28
45

6
15

64.1％
42.3％

84.85%
76.19%

浦和北ロータリークラブ週報

創立／昭和 36 年 12 月 1 日 承認／昭和 36 年 12 月 29 日創立

事務局／〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和 1-1-2 銀嶺ﾋﾞﾙ 2F

電話／048-813-8075 FAX／048-813-8076

例会日／水曜日 点鐘 １２：３０

例会場／浦和ロイヤルパインズホテル３Ｆｺﾞｰﾙﾄﾞルーム

会長／古澤建治 幹事／田巻 覚 会報委員長／齋藤文男

office@urawakita-rotary.jp
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