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会長の時間（挨拶・報告）【代理斎藤副会長】
皆さんこんにちは。前回の例会では私までお休みをいただき、
土屋エレクトに挨拶をお願いすることになってしまい申し訳あり
ませんでした。
土屋エレクトの挨拶に会長挨拶はロータリーに関することを話
さなければいけないと聞いたことがあるという話があり、代理と
はいえ私もプレッシャーを感じずにはいられません。そこで過去
の会長挨拶ではどんなことを話していたのか遡ってみました。
まず私が見たのは 2012-2013 年度の 9 月 18 日第 2492 回挨拶で
齋藤副会長（会長挨拶代行）

す。この年は私が会報委員長をしたこともあり、当時の会長資料

２０２２－２０２３

は残っていませんが、当時の会報資料だけは全て残っているから
です。当時の菅滋徳会長はレーシック手術を行い、術後参加した
ソロプチのゴルフコンペでは齋藤裕之さんの OB のボールがはっ
きりと見えたと話していました。あまりロータリーとは関係ない
話だったかもしれませんが、面白い話だったことを思い出しまし

国際ロータリー 第２８００地区

た。ちなみにその日のゲスト卓話は五十川出身の手塚弁護士さん
でした。
その翌年 2013₋2014 年度は 9 月 24 日第 2540 回挨拶です。そ
の日は 4 クラブ合同例会が長井の地で開催されたこともあり、21
名のゴルフコンペ参加者の写真と共に尾形会長の歓迎の挨拶が掲
載されていました。来月の４クラブ合同例会でも長井が開催地と
なり、現状 22 名のコンペ参加者が集まっていますので合同例会
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成功に向け頑張って参りたいと思います。
少し寄り道をして翌週 10 月 1 日の挨拶を見たところ、7 年後の
東京オリンピック招致が決定し、安心安全で確実な五輪のために
様々な課題を解決していかなければならないという話がありまし
た。まさか今東京オリンピックを取り巻く汚職事件が取り上げら
れるとは思いもよりませんでしたし、当時課題としていた安心安
全で確実な五輪への課題とは違う課題があったことを、今改めて
考えさせられました。
タイムリーな挨拶をしていた尾形会長ですが、実はその 2 年
前、2011-2012 年度の 9 月 27 日、今日と同じ日ですが、横澤茂
会長が欠席し会長代理の挨拶をされていました。そこでの挨拶は
台風の話題でこの時期は台風と 4 クラブ合同例会の話が多いこと
を実感し、意図せず同じことを話していたことに気付きました。
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ロータリークラブについて話をすることが必要とされる会長挨
拶ですが、そのとき話題になっていることや当時起きていたこと
を話す会長挨拶も今の私からすると必要な内容であったかなと思
います。まさに本日、オリンピック汚職事件をめぐり元理事が 3
度目の逮捕となったり、日本武道館で安倍元首相の国葬が行われ
たり、阪神タイガースの次期監督に元監督の岡田彰布氏（あきの
ぶ）が内定したり、時事ネタは多い日のようですが、収拾がつか
なくなるので会長代理挨拶はここまでとさせていただきます。
本日の例会もよろしくお願いします。

齋藤 圭央 副会長

【以下の資料は、横澤寿彦会員からの報告レジメです。】
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※報告内容は次ページにも記載しております。
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幹事報告

各種報告

・４クラブ合同例会が来週に迫りまし
た。みなさまよろしくお願いします。
・米山奨学会の年次報告が届きました。
回覧いたします。
・横澤寿彦会員からメイクアップ報告を
いただきたいと思います。よろしくお
願いします。
・義援金に関する臨時理事会を、例会後
に開催したいと思います。

２０２２－２０２３

梅津 喜博 幹事

南陽東ＲＣ
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メイクアップ報告

横澤寿彦会員

・南陽東ＲＣさんは、これまで２４年にわたり、ローターアク
ト支援を続けてきたそうです。また、カンボジアへの図書寄
贈・池袋ＲＣと合同例会を行うなど、活発に活動をなさって
おります。
・例会開催の工夫について徒然とお話しします。
ソングリーダーによる指揮があります。
会長挨拶は月間目標にまつわる内容でした。
ロータリーレートを発表しておりました。
ニコニコＢＯＸは、寄贈する一人一人が登壇してお話しする
形でした。
・地区補助金の対象となる事業をすすめておりました。南陽市
漆山に所在するおりはた駅に、地元につたわる「鶴の恩返
し」にかかわる絵を寄贈する予定であるそうです。

出席委員会
〇在籍年数表彰
・伊藤克也会員 １８年
おめでとうございました。
大道寺 信

委員長
右から伊藤会員・齋藤副会長

ニコニコＢＯＸ
・齋藤さんを歓迎して
（村田剛会員）
・農家の男性の遺産分割をすると、農地の引き取り先に
悩むことが多いです。今日はいい話を聞かせてくださ
い。
（小笠原信吾会員）
横澤
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きよと

≪齋藤 聖人 氏≫

「農業の魅力と未来について」

齋藤聖人さま卓話

ゲスト卓話

※齋藤さまからの卓話提供資料です。
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１ 自己紹介
私は、古くから１６代続く農家の跡取りです。１０年前にＵター
ンをし、米農家をしております。私は、スーツを着て農作業をする
ことをモットーとしております。スーツを着る理由は長くなります
が、きっかけは、アパレル業界に勤める兄と話しあったことにあり
ます。
２ 農業について
農家の経営形態は様々ありますが、私は、父と２人で家族営農を
しております。全国的には、農家を継がない家庭が増えています
が、私は、家業が途絶えさせる自体を慮って跡取りを志望しまし
た。
農業に携わっていて感じるのは、私自身に広い裁量があることで
す。もちろん思い通りにいかないこともありますが、自ら決定し実
行した結果ですので、悔いは生じません。
現在、私が着用している衣類は、スーツ型作業着です。東京にあ
るオアシスというサプライヤーから提供を受けています。Ｕターン
してすぐの頃は、今とは比べものにならないほど奇抜な格好をして
おり、各方面からお叱りをいただきました。今となってはお恥ずか
しい話ですが、当時は、形にとらわれすぎて生じた閉塞感を打開し
たいと考えていました。
３ 農業の未来について
日本の農家の平均年齢は６５歳といわれています。団塊の世代
が後期高齢者となるといわれるときも目の前に近づいてきまし
た。一方、日本の農業就業人口が手を動かして、景観の維持など
がなされています。農業就業人口の減少を防ぐことが喫緊の課題
となります。
当たり前の方法だけではこの課題を解決できないと思います。
常識とはかけ離れた方法が必要かも知れません。みなさまにお願
いしたいことは、常識とはかけ離れたことだけをもって否定しな
いでください。
齋藤圭央副会長より
本日はよいお話をいただきありがとうございました。この地域
でご活躍を、そして３０代４０代でも力を合わせて頑張っていき
ましょう。

本日の出席率
８８．％
次回例会
１０月４日(火)１８：００～ *タスパークホテル
合同例会（日中合同コンペ予定）
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