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国際ロータリーのテーマ

インスピレーションになろう

第３２１回 例会 １月８日草加市文化会館
＊＊本日のプログラム ＊＊
開会点鐘
幹事報告
君が代斉唱
委員会報告
ロータリーソング
ＳＡＡ報告
四つのテスト
出席報告
お客様紹介
閉会点鐘
会長挨拶
懇 親 会
１２月１１日の例会記録
◆ お客様 交換留学生
◆ 会長あいさつ

マグナス・トレンカー君

森

勇一会長

皆さんこんばんは、金曜日の夕方からベトナム、ハ
ノイに 4 日間行って参りました。帰ってきたのは昨日
の朝です。そして昨夜、急に胃が痛くなりまして夜中 7
回くらいトイレに行きました。胃がキリキリ痛たくて、フ
ィリピンには何度も行っていてもこんなことはなくて、
ベトナムは一発で駄目でした。泊まったホテルはシェ
ラトンに泊まりました。世界中で有名なホテルです。
食事をしたところも総理大臣が食事をしたというレスト
ランやベトナムで一番大きな海鮮レストランと一流な
所しか行っていないのですが！何が原因か考えてみ
たのですがわからない！今日、半日会社を休みまし
た。もしかしたらロータリーも行かれないのではない
か、考えていたら、今日は臨時の理事会をすることを
思い出し、病院に行きました。医師に色々相談しまし
たら、「果物食べた？」と聞かれ色々食べましたと答
えると「それは皮が剥かれていたでしょう？」と、きれ
いに剥かれカットされて食べやすくなっていました事
を話すと、「原因はそれ」と水は飲み水も歯磨きも顔を
洗うのもミネラルウォーターという事は、「果物しかな
いと！一流ホテルでも厨房で野菜や果物などをミネラ
ルウォーターで洗うわけないでしょう！」とそれで大腸
菌に引っかかった！細菌性の胃腸炎だから抗生物質
を出すので飲めば１週間位で治ると思うので安静にし
てなさいとの事でした。その薬を飲んだおかげで背中
がスッと立っています。今朝は、痛くて海老のように

うなっていました。本当に気をつけなくてはと思いまし
た。早い所、免疫を付けて今度はこのようなことがな
いようにしなくてはと思いました。
先日フィリピンに行った時には飯山さんがこのような
ことになっていましたので、東南アジアに行かれる方
は危険ですので、気を付けて下さい。

幹事報告

二階堂祐司幹事

皆さんこんばんは、幹事報告です。
＊植樹が決まりました。１月１０日に虫に強い「ジンダ
イアケボノ」と言う種類の木を２本植樹します。
セレモニーには皆さん是非ご参加下さい。
＊本日、臨時の理事会を行います。フィリピン国際奉
仕プロジェクトについて行いますので理事の方は宜
しくお願い致します。
１２月１１日 ニコニコＢＯＸ
金額

12,000 円

累計

１２月１１日
会員総数
43
出席免除
7
出席適用
36
１２月１８日
会員総数
43
出席免除
7
出席適用
37
１２月２５日
会員総数
43
出席免除
8
出席適用
35

374,000 円

出 席 報 告
出席
16
ＭＵ
4
出席率
55.56
出 席 報 告
出席
23
ＭＵ
4
出席率
70.27
出 席 報 告
出席
18
ＭＵ
2
出席率
57.14
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例会日：毎週火曜日 19:00～20:00
例会場：草加市文化会館
事務局：草加市青柳 8-56-21
TEL/FAX 048-967-5315
PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp

皆さんこんばんは、本日は次年度会長という事で表明させていただきます。1962 年創立の草加 RC と 1992 年創
立の草加イブニング RC、この 2 つのクラブで脈々と育まれてきた伝統の中で私達草加松原 RC は活動をしていま
す。それは規律と伝統を重んじ互いの意見を尊重し、融和の精神溢れるメンバーによって進められた歴史であると
考えます。時間通りに始まる例会、規律ある服装、争いを好まない穏やかさの全てが私達草加松原 RC の姿勢だと
思います。この草加松原 RC の融和の原点は、委員会活動・例会および親睦事業によって会員相互の理解が調整
された賜物と思います。魅力があるクラブだから入会者が募るものだと思います。魅力溢れる例会や活動を通じて
相互理解を深め、力を終結し、草加松原 RC の伝統や精神をますます反映させていきたいと考えております。
メンバーの親交を深める最大の効果は、委員会活動や各種親睦活動であり、そこに楽しさを発見することによっ
て、積極的かつ能動的にロータリー活動に参加できると考えます。そしてお互いを尊重し、礼節のある姿が草加松
原 RC の規律と伝統に繋がると信じております。多くの米山奨学生、ロータリー財団奨学生、青少年交換留学生を輩
出し、2770 地区において優秀のクラブとなったことは私達草加松原 RC のメンバーの大きな誇りであります。
2019-2020 年度は、「更なる国際貢献活動をとおしてロータリー活動を楽しもう」をスローガンに掲げグローバル補助
金を取得した事業恵の架け橋になるよう邁進していきたいと思っております。
これから、任命させていただきます委員長の皆様におかれましては是非ともご快諾いただけますようお願い申し
上げます。最後になりましたがロータリーの奉仕活動や委員会活動を通じてより相互理解を深め、有意義で楽しさを
感じられるクラブにしていきたいと思います。宜しくお願い致します。
Q 牛山会員
飯山さんは国際奉仕に明るいと思いますが、来年は楽しみにおもっていますが、今後の活動はどのように考え
ていますか？
A 飯山エレクト
今、マリキーナイースト RC と活動している高校への LCD プロジェクターを寄与があります。それを完成させてで
きる限り、皆様にご参加いただき、先方のクラブに行ってみたいと思います。これはフィリピンですが、他の国に対
しても機会があればやってみたいと思います。
今他クラブで、インドに対しての活動が盛んにおこなわれていると聞いております。これからアジア圏での活動
を広げていく方針もあると聞いております。

皆さんこんばんは、今日は川井プログラム委員長から依頼を受けました。卓話の内容は、2770 地区の組織や委
員会構成、何をしているかに触れながら話をして欲しいとのことなのでお時間をいただきます。
2770 地区には様々な委員会がございます。その委員に是非経験してみたらという事が今日の結論です。そこに行
くことによって色々なロータリークラブの活動の深さにも触れられるし、他市のロータリークラブに所属する会員の非
常に活発な人達、事業を一生懸命やられているアクティブな方々と接する機会が沢山あるのでぜひそのような所に
行って色々な人とお付き合いすることは価値があることなので私は色々な方に経験していただきたいと思っておりま
す。特に 40・50・６０代の方々に参加していただきたいと思います。今日お配りしました資料は皆さんの年度計画書
に巻末に 2770 地区の役員組織表（案）が付いていると思います。一番真ん中の高い所に地区ガバナーの中川がい
らっしゃいます。その下に各部門・委員会が沢山あります。沢山の委員さんがいらっしゃいますけどここに是非草加
松原の会員さんも名を連ねていただいて積極的に活動が出来たら良いのではないかと思います。と申しますのも、
草加松原 RC で地区委員になられる方が非常に少ない！と思うのです。他のクラブをみると積極的に委員を受けて
いるクラブが多い！是非来年度以降は手をあげていただいて参加していただけると会の活性化のためにも個人の
ためにも良いのではないかと思います。部門の中にも様々な委員会がありますので面白いと思います。11 月に早船
さんがお見えになりましたが、この方は、地区ロータリー財団委員会の中の資金推進委員会に所属しています。恵
川さんもお見えになりましたが、この方は、ロータリーの友地区代表委員という事で長くロータリーの友に編集を担っ
ている方だと思います。最近地区に誰も出ていないという事で前に出て話をしていますが、私の少ない経験の話を
聞いていただき、魅力の一端をご理解していただければ有難いなと思っております。
私はどこにいたのかと言いますと、地区ロータリー財団委員会、ロータリー財団部門の補助金 VTT 委員会と言う
のがあります。現在は「VTT 委員会（ボケーショナル トレーニング ティーム）」と言いますが以前は「GSE 委員会（グ
ループ スタディ エックスチェンジ）」と委員会がありました。私はそこに 3 年間所属いたしました。色々と勉強させて
いただきました。その 3 年間の GSE が終わった後に、「財団奨学生平和フェロー」という委員会に 2 年間所属いたし
ました。平和フェロー委員会も非常に重要な所でございまして、平和を構築するための紛争解決のスペシャリストを
作る若い学生を支援して大学に通わせて学ばせて紛争解決のスペシャリストになろうというロータリーの中でも大事

な根幹をなす委員会の一つであります。国連の高等弁務官の緒方貞子さんと言う方がだいぶ活躍されましたがこ
の方はロータリーの平和フェローで学ばれたひとりでありまして国連の中で大変な活躍をされてという事は記憶に
あると思います。
私はメキシコ人の若い青年のカウンセラーをしまして国際基督教大学に通うのに色々支援しました。世界平和フ
ェローは、学友が学ぶ場は世界で正確には覚えていませんが日本では国際基督教大学、イギリス・アメリカなど世
界で 6 つくらいあります。そこの大学に通わせて平和学を学ぶことになります。本来平和フェローのスペシャリストを
養成するために国際ロータリーでは本当は大学を作りたかったと聞きましたが大学を作るには大変な資金や組織
など大変なことが起きるので大学を作る事は断念し、日本であれば国際基督教大学の国際学部に平和フェローを
学ぶ場を作ってそこで勉強させるという事で世界には 6 つくらいあると聞いています。私は世界平和フェロー委員会
で学ぶ若い青年を 2 年間支援した経験がありました。
GSE 委員会は亡くなりましたが VTT と同じで 5 人くらいのグループで他国
へ訪問する。また他国から 5 人くらいのグループで来日する。お互いに相互
交流をするという事でエックスチェンジと言う形になる。私の時代は、私が団
長になり、4 人の若いものを連れてブラジル、サンパウロに約 1 カ月行って
いました。と同時にロータリアンのエミ・モリさんを団長に 4 人の若者を連れ
て 1 カ月滞在して様々な研修や懇親、交流をしたことが当時ありました。私
は 2008 年に行ったのですが、2007 年はシアトル、2006 年はフロリダとの交
換、2009 年は韓国でした。毎年様々な国と相互に行き来するエックスチェン
ジで支える活動をしたという委員会が「GSE 委員会」です。
委員会には 4・5 人くらいいますがいそがしくも楽しい時間を過ごすことが出来ました。委員長になった時は中村パ
ストガバナーの時代でした。ガバナー同士が日本とサンパウロで高りぃいをしようという事が決まりましたので牛山
君サンパウロに行っていただけませんかと言われ、これは大変だと思いましたがサンパウロに 1 カ月くらい訪問し
た記憶があります。「研究グループ交換プログラム」と言うのは日本名で「グループ スタディ エックスチェンジ」と言
います。当時私達はサンパウロに行き、サンパウロから来た時の写真です。職業を持った 4 人を連れて、ブラジル
に行ったという事であります。25 歳～40 歳くらいまでの若い人にとって文化と職業のまたとない交流の機会を作る
という事でありましてチームメンバー5 人は 4 週間～6 週間にわたってホスト国を渡って来るという事です。私がサン
パウロに行っている間の宿はロータリアンの家庭にホームステイします。1 ヵ月の間に 4 ファミリー渡り歩きます。つ
くづく思ったのですが、○○旅行社の旅行で、バスでその国の社会を見るというのとは違って、その国の町のど真
ん中に入り家庭にドップリ浸かって食事をする、暮らしを見ると言う事は、また違った視点だとつくづく思いました。
日本に来る米山・財団の奨学生や交換留学生の子は、ホストファミリーにステイしながら見る日本と言うのは観光
で日本を見ていく人とは別世界だと私は GSE でホームステイして感じたことでした。ホームステイ先の人と過ごしな
がら見たサンパウロの町は趣が全然違うものでした。ブラジルを一言で言うと本当に「多様性」という事が一番ぴっ
たりかなと思います。様々な人種と様々な言語、様々な文化、様々な衣食住、何でもありという世界だと思います。
私は４ファミリーにお世話になりましたが、日系の人、ドイツ系の人、また日系の人、イタリア系の人、色々なファミリ
ーの中に入りまして、言葉の障害はありましたけど、面白い経験をしました。職業経験も色々してきました。
むこうは貧富の差が激しい、孤児院が沢山あります。日本は行政が色々やるけど、そのような施設は全くないか
ら、ロータリアンが自ら家を借りて、貧しい子ども達にご飯を食べさせる。
頭が下がるほど、奉仕活動をしているという印象を受けました。一方お金
持ちはお金持ちだと思いました。
地区にはいろいろな委員会があります。佐々木年度にフィリピンに行った
という事が 1 つのきっかけになったと思います。地区では色々なプログラムを
用意し、私達はそれを利用させていただく！今度は草加松原のメンバーが
地区の委員会に所属して各クラブのお世話をする等の役割を担う事も良い
のではないかと私が思います。今日は 2770 地区の委員になられることを
切に願って今日の話は終わりたいと思います。ありがとうございました。
森
勇一会長 飯山会長エレクト、抱負頑張って下さい。牛山さん卓話楽しみにしております。
二階堂祐司幹事 娘が宅建の試験に２年目で受かりました。それは大変うれしいのですが、バックと時計をお
祝いにおねだりされました。
飯山 英彦会員 牛山信康会員、卓話ありがとうございました。次年度の抱負を表明させていただきます。
牛山 信康会員 いよいよ来年度の風が吹いて来ました。次年度飯山さん大風呂敷広げてガンガン邁進してい
きましょう。
大久保雄司会員 飯山次年度卓話楽しみです。
川井 大輔会員 今年最後のレセプションでの例会です。お世話になりました。
加藤 芳隆会員 飯山エレクト次年度は宜しくお願いします。牛山会員の卓話楽しみにしています。
篠宮 時雄会員 飯山会員抱負・牛山会員卓話ありがとうございます。
田中 和郎会員 先週の例会日と違って今日はこの冬一番の寒さで手が「かじかんで」います。
富永
悟会員 牛山会員、卓話ありがとうございました。皆様体調に注意しましょう。
長谷部健一会員 今朝グリーンが凍っている状態でゴルフしました。飯山次年度に期待しています。牛山会員
の卓話も楽しみです。

第３１９回例会 １２月１８日
ホテルオークラ東京ベイ

第３２０回例会 １２月２３日 光輪の家

