
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                    

         

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

   

           

 

 

 

ロータリー活動の根源で

もある「奉仕」を通じてロ

ータリーライフを楽しみま

しょう！ 
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会長      森川  昌紀 

会長エレクト  増田   徹 

副会長     菅   祐伸 

幹事      原   浩明 

クラブ広報   小林   忠 

SAA            山口 久仁幸          

会計      千葉  秀樹 

【本日のプログラム】 

第 1806 回例会 

    5/ 8（水）  

卓話 

♣「さきたま古墳群」 

世界遺産登録推進担当 

小菅克祥副委員長 

  

 

  

 

   

 

             

 

【次回のプログラム】 

第 180７回例会 

5/12（日） 

 

「芝ふるさとまつり」例会 

例会場：川口市芝新町 9-10 

 東京信用金庫 蕨支店 

例会日：毎週水曜日  

TEL:048-264-5020 FAX:048-261-9756 

 E-mail: kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp 

事務所：〒333-0866 川口市芝 2-4-25 
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インターアクト帰国報告 

川口北高校 兼久 千尋さん 

インターアクト帰国報告 

川口北高校 高野 美沙さん 

TEL:048-264-5020
mailto:kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp


森川昌紀会長挨拶 

本日のお客様を紹介します。 

川口北高等学校、兼久千尋さん 

高野美沙さん。交換留学生の 

サラ・スサーナ・ユンニラさん。 

本日卓話者、赤坂会員、イニシェ 

ーションスピーチお願いします。４月１３日土曜日

大宮法科大学院大学講堂にて大宮東ＲＣ創立３５

周年記念公開例会に出席してきました。大宮東ＲＣ

の三枝会長とは同業者で年の近い同期の会長とい

うことで激励をこめて出席しました。大宮東ＲＣ３

５周年記念公開例会のテーマは「平和と拉致問題」

です。１９７０年代から８０年代にかけて北朝鮮に

よる日本人拉致が多発し、現在１７名が政府によっ

て拉致被害者として認定されています。それ以外に

も特定失踪者等の被害者が全国で約８６８人もい

るそうです。この公開例会は一般の方々に参加して

頂き入場料１０００円で入場料の一部を拉致被害

者解決に向けての募金に支援をします。さいたま市

長の挨拶のあと工作員が拉致をする再現ＤＶＤを

上映し、特別講演として、北朝鮮による拉致被害者

家族連絡会 代表の飯塚繁雄様、特定失踪者等の拉

致認定を求める会 代表の藤田隆司様、北朝鮮に拉

致された日本人を救出する埼玉の会 代表の竹本

博光様。はじめに田口八重子さんのお兄さん川口市

在住の飯塚繁雄様の講演です。田口八重子さんは２

２歳のとき当時女手一人で２歳と１歳の子供を働

きながら育てる生活で、当時女手一人で２人の幼子

を育てるには夜の仕事しかなく池袋のキャバレー

で働いていました。子供は保育園に預け仕事が終わ

ると迎えに行く生活とのこと。拉致された時はいつ

までたっても子供たちを迎えに来ないのでお兄さ

んの飯塚繁雄さんに連絡が入り、二人の内の長男を

飯塚さんが引き取り実の子供として育て上げた。当

時飯塚さん宅にはお子さんが２～３人おり奥さん

もパートで働いて決して余裕など無い状況のなか、

幼い子供のためパートをやめて育てたそうです。田

口八重子さんは１９８７年１１月に起きた大韓航

空機爆破事件で有罪判決を受けた北朝鮮の諜報員

キムヒョンヒの教育係りとして日本人の振る舞い

等を教えたとして当時は誹謗中傷を受けました。 

とは言わないよう 

飯塚さんは兄弟には絶対にこのことは言わないよ

う実の子供兄弟として育て今では３３歳になり立

派に社会人として世の為、社会の為働かれているそ

うです。２０歳のときに全てを告げて今は拉致被害

者家族会で活動されているとのこと。特定失踪者等

の拉致認定を求める会 代表の藤田隆司様、藤田さ

んのお兄さん藤田進さん（失踪当時１９歳、川口市）

が拉致の疑いがあります。現在拉致された可能性が

ある人が全国で約８６８人もいることを指摘。「北

朝鮮の建国直後から小泉首相の訪朝以降までの長

年にわたり、全ての地域で拉致の疑いがある失踪者

が発生している。政府の認定被害者は１７人だが、

それはほんの一部にすぎない」と迅速な対応を強く

求めた。北朝鮮に拉致された日本人を救出する埼玉

の会 代表の竹本博光様、拉致被害者を救う為にブ

ルーリボンを着けてくださいと、ブルーリボンには

「すべての拉致被害者の救出」と言う願いがこめ

られています。青い海と青い空、日本と北朝鮮は

この海と空でしか繋がっていない。日本人の８割

がブルーリボンを身に着けたならそれだけで「日

本人は拉致問題を忘れない。被害者の帰国を願っ

ている」という北朝鮮・日本政府への強いメッセ

ージになると。街頭署名活動をＪＲ浦和駅西口 伊

勢丹前及び東口にて毎月第２日曜日に開催。今後の

予定：５月１２日（日）午後２時～午後４時予定で

す。 一般の人々に理解を示してもらう為の創立３

５周年記念公開例会でした。恒例の祝賀会などは無

く入場料の一部を拉致被害者解決に向けての募金

に支援をするという大変有意義な創立３５周年記

念公開例会は、これからの創立記念例会のあり方を

見たように感じました。この「平和と拉致問題」す

べての拉致被害者の救出に向けて一日も早い解決

を切に望みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                

                

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ブルーリボンバッチ」 

購入方法 

郵便振替口座にて 

番号：「00100-4-14701」 

振替先：「救う会」 

＊通信欄に「ピンバッヂ 

個数」をお書きください。 

金額：1 個 500 円 

送料：10 個まで 80 円 



 

                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

                          

 

 

                       

 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

原  浩明幹事報告  

1. 4・5 月例会スケジュール 

4/24  赤坂昌雄会員 卓話 

   インターアクト帰国報告 

5/ 1  休会 

5/ 8  「さきたま古墳」 

世界遺産登録推進担当小菅克祥副委員長 

5/12 「芝ふるさとまつり」 

5/15 親子 3代 3 クラブ合同夜間例会 

    「浦和競馬場」にて 

5/22 休会 

5/25～27（土）～（月） 親睦沖縄旅行 

5/29 休会 

2. 森川年度地区セミナー 

5/25 ＲＬＩパートⅢ 

    場所：埼玉会館 9 時受付 

3. ガバナー事務所より 

＊5 月のロータリーレート $1＝\98 

委員会報告 

親睦委員会      奈良 栄一郎委員長 

親睦旅行ですが、旅行会社より 

出発時間がＡＭ６：００～ 

９：００の間の全日空の便。 

羽田空港着がＰＭ４：３０～ 

６：５０と言われております。 

決定するのが、1 週間前になり 

ます。決まりましたら、随時ご報告をしていきま

すのでよろしくお願いいたします。 

地区協議会報告   増田 徹会長エレクト 

4 月１９日（金）の地区協議会 

へのご参加ありがとうございま 

した。クラブ内担当者 9名、 

地区出向者 3 名、計 12名の 

ご参加をいただきました。 

地区協議会とは、次年度の 

効果的なクラブ運営をする為に会長をはじめ各担

当の方々が地区方針を伺いクラブでの準備をする

為のものです。2 次会、3 次会と深夜までありが

とうございました。 

 

 

出席報告      田中 一任委員長 

 

 

 

会員 出席 
計算 

会員 
ＭＵ ％ 

29 20 25 3 92 

 
インターアクト 帰国報告 

◆川口北高等学校 兼久 千尋さん 

わたしは韓国研修に参加できて 

本当に良かったと思います。韓国 

に行って、文化の違い、人の温かさ 

などたくさんのことを学んで帰って 

くることができました。韓国では 

大きな寺院、王様のお墓、エバーランド、学校訪問 

などに行き、ハンボという民族衣装を着て多くの 

貴重な体験を得ることができました。皆さん日本に

興味を持っていて、韓国語しか話せなかったけど、

一生懸命話しかけてくれました。韓国語を学んでき

ましたが、本場では全然話せなく少しもどかしい思

いがしました。もっと勉強をし、もう一度韓国へ行

きたいと思います。ロータリークラブの支援のおか

げで充実した 5日間を過ごすことができました。 

本当にありがとうございました。 

◆川口北高等学校 高野 美沙さん 

この韓国研修に参加して、たくさん 

の人と交流ができました。韓国語を 

話せないのに交流ができるのかと 

とても不安に思っていましたが、 

なんとか交流できました。韓国へ 

行ったことで世界観が広がったし 

韓国の良さや悪いところ、逆に日本の良いところ 

悪いところも見えました。この経験は自分にとって

プラスになったし、これから生きて行く上で必ず生

かせる経験です。この研修のおかげで他の国にも行

ってたくさんの国を知りたいとも思いました。あり

がとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       本日の卓話 

             赤坂 昌雄会員 

 

新会員というかまだ仮免中の 

赤坂昌雄と申します。 

私の生まれは、先ほど森川会長 

から北朝鮮の拉致の話がありま 

したが、北朝鮮へ拉致された 

横田めぐみさんの家の近くです。 

職業は、行政書士をしており 

ます。わたしがなぜこの職業についたと考えます

と、２０代にさかのぼらなくてはなりません。私

は 20 歳の時に法律家を目指し上京しまして、司

法試験にチャレンジしていました。当時の司法試

験は 3 万人受験し合格者が４００人という狭き門

でした。家から仕送りをしてもらい勉強をしてお

りましたが、２３歳の時、親の会社が倒産をしま

して仕送りがこなくなりました。そのため自分で

働きながら勉強を続けざるを得なくなりました。

そこで、東京の八重洲口にある牛乳屋で配達のア

ルバイトをしました。毎日１００㎏の牛乳を自転

車に乗せ、２０回店との往復という激務でした。

八重洲口の飲食店が配達先となっており、店の方

に「ジメイ」というニックネームまでいただきま

した。「ジメイ」とは、みじめの「ジメイ」なんで

す。なぜかといいますと、雨の中、ヨレヨレのゴ

ム合羽を着た配達姿がみじめなのでしょう。「ミジ

メが来たジメイが来た」と言うわけです。飲食店

にはカースト制度のようなものがありまして、私

はその中でもアンタッチャブル扱いでした。そう

していましたら、ある店で私の身の上話に共感し

て援助を申し出てくれた方がいました。なんと！

５００万円です。この 500 万円を元に勉強をして

日本一の法律家を目指す決意しました。決意した

のですが、翌日からお酒漬けの毎日です。そうい

うお金は身につかないものですね。結局お金もな

くなり、仕事もなくなり・・・そういう人生でし

た。そんな時に偶然今の女房と知り合いました。

女房の家の稼業が行政書士でしたので、それを継

いだということです。なので、女房には頭が上が

りません。考え 

 

 

りません。考えますと、私の人生は、偶然というよ

りすべて必然のような気がします。 

「禍福は糾える縄の如し、人間万事塞翁が馬」みた

いに感じます。どうもご清聴ありがとうございまし

た。 

 

ニコニコ報告     谷口  顕委員長 

森川 昌紀 赤坂さん本日は宜しく 

      お願いします。 

原  浩明 今年も残り 2 か月と 

      なりました。よろしく 

      お願い致します。 

今村  勲 赤坂さんスピーチ楽しみです。 

内山 武司 赤坂様卓話ありがとうございます。 

切通 勇次 本日もよろしくお願いします。 

菅  祐伸 もう少しうなぎの量がほしいな～ 

田中 一任 本日もよろしくお願いします。 

千葉 秀樹 赤坂さん楽しみです。 

西田 宗平 赤坂さん卓話楽しみです。兼久さん高野 

      さんインターアクト帰国報告宜しくお

願い致します。 

延島 三男 本日もよろしく。 

藤原 忠雄 赤坂さん卓話よろしくお願い致します。 

槙  孝夫 赤坂さん卓話よろしくお願いします。 

増田  徹 赤坂さん、北高の皆さん本日はよろしく 

      お願いします。 

増田  徹 地区協議会ご参加ありがとうございま

した。 

森田 康之 赤坂会員卓話を楽しみにしています。 

山口久仁幸 赤坂さん今日はありがとうございます。 

山森 喬夫 赤坂様卓話よろしく。 

谷口  顕 赤坂さんよろしく。 

１８口 20,000 円 累計 765,000 円 

 


