国際ロータリー第２７７０地区

２０１４～２０１５年度

会長 染谷 宗一
幹事 荒井 信宏
会長エレクト 中島 頼光
ＲＩ会 長 テ ー マ『ロータリーに輝きを』
地区テーマ
『ロータリーはひとづくりそして奉仕』
クラブ会長テーマ『ロータリーであなたの素晴らしい魅力を出そう』

平成２７年１月２２日
【点鐘】
【国歌・ロータリーソング斉唱】
（我等の生業♪）
【ゲスト・ビジター紹介】
越谷北ロータリークラブ パスト会長 小河内 梅幸 様

第１９９１回例会

ば幸いです。
本日のメイン行事は、越谷北ロータリークラブ、小河内
パスト会長の卓話です。お忙しい中、駆けつけて頂きあり
がとうございます。大変貴重なお話を頂けることに感謝申
し上げます。本日は、宜しくお願い致します。

【会長挨拶】染谷 宗一 会長
皆さん
今日は、前
例会でイン
【幹事報告】荒井 信宏 幹事
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を小林実行
ンターアク
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無事帰国し
今年度、越
ましたとい
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う報告と皆
リークラブがホストクラブとなり、
様のご協力
日時：２月１２日（木）１２：００集合
に対する御
場所：ギャザホール
礼が来ています。
で開催致しますので全会員の出席、ご協力お願い致します。
２．地区からロータリー財団次年度補助金管理セミナーの案
今、マスコミで注目の話題はイスラム過激派組織「イス
内が来ています。次年度ロータリー財団委員会に付託さ
ラム国」が拘束した日本人２名の殺害予告した事件を受け、
せて頂きます。
日本政府はこれまで培った外交ルートを最大限活用し開
放へ手段を尽くすと報道しています。身代金要求・期限も
３．新会員長澤さんの所属委員会は、出席と親睦です。宜し
かなり横暴なものですが、これから政府の対応・危機管理
くお願いします。
能力を見守り、早期の日本人解放を願います。
私達クラブも何が起こるか解りませんが、各行事を行う
４．２０１５－１６年度ＲＩ会長
上で様々な事態も想定し対処できる方法を準備すること
ＫＲ ラビラビンドラン（スリランカ）さんです。
は大事なことと思います。
テーマは『世界へのプレゼントになろう』です。
私事で申し訳ございませんが、昨日、越谷市消防団と越
谷市消防署の幹部会・新年会が開催され、その会議の中で
５．例会終了後、臨時理事会が開催されますので、理事・役
も話題に上った、消防団減少。日本政府も危機をもってい
員の出席、お願いします。
る様で消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関す
る法律が全会一致で決定したそうです。因みに阪神淡路大
６．２月定例理事会ですが、２月５日は台中南訪問で理事の
地震で消防・警察・自衛隊で救助された方は極少数で、残
方が留守にしてしまうので、来週の１月２９日、例会終
りは地域のリーダー的存在の方で消防団員が多数いまし
了後、理事会を行いますので理事・役員の出席お願いし
た。これも各地域の危機管理能力だと確信いたしました。
ます。
ロータリアンも各地域のリーダーとしても活躍して頂けれ

【３分間スピーチ】
・ロータリー情報委員会 小林 光蔵
先日、電車を乗る機会があり、生後８ヶ月位の赤ちゃん
と母親の会話を聞くことがありました。その母親のあやす、
会話は、車
内に響きわ
たり、乗車
されている
全員が癒さ
れた気持ち
になり、赤
ちゃんの秘
めた力はす
ごいと改め
て気づかさ
れました。
うちの孫も赤ちゃんを卒業し、外へ遊びに行くほど大きく
なりました。最近、孫に対して、社会のルール・マナーを教
えるにはどうしたらベストか考える事が多くなりました。ル
ール・マナーをそのまま教え込みや、また叱りながら覚えて
もらうより、孫自身が考えながら答えを出すクイズ方式にし
て、実際に遭遇するルール・マナーが悪い大人を題材にしな
がら、一つ一つ教えています。
実はルール・マナーはロータリークラブでも数多くござい
ます。社会のリーダーとして各地域・後輩・子供の見本とな
れるよう初心に帰り全員が意識していただければ、クラブそ
のものもがより良いものになって行くと確信していますので
宜しくお願い致します。

【卓 話】
・越谷北ロータリークラブ パスト会長 小河内 梅幸 様
ある会で私より年下の方から、
「小河内君」と声をかけら
れました。
「年下のくせに小河内君とは何事か」と思いました
が、倫理法人会の朝礼集だったかと思います。
「社長さん」と
か「先生」とかいわれているうちに、
“自分を見失う”人が少
なからずいる
ようです。必
要以上に背伸
びをして脇が
甘くなり、妙
に気前がよく
なり、不必要
な金をばら撒
いてみたり、
どうでもいい
事を引き受け
たり…。連帯保証のハンコを押して、後でその処理に非常な
苦労をしてみたり…。とにかく耳障りの良い言葉には、注意
が肝要です。
足元をしっかりと見つめ、自分のやるべき事に情熱をかた
むけるのです。そして名実と共に「社長」として恥ずかしく
ない人物へと自己を高めて頂きたい。
この歳になっても人間味のある、いぶし銀の様なグランド
シニアを目指したいと日々思い続けています。

『あなたの愛で すべての人々に文字を！』
【委員会報告】
・米山記念奨学会功労者
染谷会長
中村 幸江

・ロータリー財団ポールハリスフェロー功労者
中野 忠茂

「我が愛はヒマラヤの子らに」
という本を読んで涙したのは、
私が２０歳位
の時だったと
思います。ヒ
マラヤの子供
達の結核撲滅
に尽力された
岩村博士ご夫
妻のドキュメ
ンタリーでし
た。岩村博士
は越谷南ＲＣ
での講演会などで、越谷市民の間では知られた人だと思いま
す。岩村博士の献身的な活動に、私もその当時、少しお手伝
いをさせて頂いた事を思い出しました。
さて、寺子屋の話ですが、この運動のきっかけは、２０年
前の読売新聞の日曜日にあった子供版に「キャラメル一箱ガ
マンすると、
ノートと鉛筆のセットが５人分位そろえられる」
という記事を読み、北クラブとして何かお手伝いができない
か？と調べ始め、ＷＣＳ（世界社会奉仕）運動に参加始めま
した。１９９０年から２０００年は国連が決議した国際識字
年でした。

今でも世界中には、約９億もの読み書きのできない人々
（非識字者）がいます。アジアが７０％位だと思います。文
字が読めないために、子供にミルクと思って農薬をのませた
母親。文字が読めないために、地主から高い金利でお金を借
り、土地をとりあげられた農夫。数限りなし悲劇を生んでい
ます。
越谷北ロータリークラブでは、ユネスコと協力して、越谷
市民の手で読み書きのできない人々に少しでもお役に立てれ
ばと、アジアの地に寺子屋を建設する計画を立てました。
そこで書き損じハガキを回収して、資金作りを行うことに
しました。書き損じハガキは郵便局で１枚５円の手数料を払
えば、新しいハガキ又は切手に換えてもらえます。
「ハガキ」
は文字の運び屋、そして日本では誰でも慣れ親しんでいるも
のです。ご家庭の引き出しの奥にしまわれている書き損じハ
ガキを生かして、
越谷市民に小さな善意で、
目で見える形で、
アジアの地に寺子屋を作るという国際識字年にふさわしい国
際レベルの協力ができれば、越谷市民としてこれにまさる幸
せはございません。
寺子屋建設運動は、越谷北ロータリークラブが設立に参加
し、今は越谷ユネスコクラブとして事業を継続して頂いてお
ります。
皆々様、
越谷ユネスコに参加して頂き、
寺子屋を建設して、
識字率向上にご理解賜ります様、お願い申し上げます。

【スマイル報告】社会奉仕委員会 土井 千代子
☆越谷北ロータリークラブ 小河内パスト会長より大きく頂
きました！
小河内様、卓話ありがとうございました。
・・・染谷、荒井、
小林（光）
、浅水、深井、中島、中野、神谷、石塚、岩渕、
糸賀、石田、中村（幸）
、飯泉、池田（玄）
、岡田、加藤、
瀬尾、田中（由）
、木村、石川、田中誠、大谷、中村（直）
皆様、体調には充分、気を付けましょう・・・中島、久木野
染谷年度スタートのとき、出席免除の申請をしましたが、こ
んな申請はするものではない、気合が入らないよ・・赤松
ロータリアンの名札ができました。恥じぬ様、がんばりま
す。
・・・・長澤
欠席続きでスミマセン！今日も欠席です・・・・・水町
今年始めての例会参加です。今年も宜しくお願い致しま
す・・・土井
★スマイル件数 ３２件 合計金額３９,０００円
ありがとうございました。
【出席報告】出席委員会
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