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国際ロータリーのテーマ

ロータリーは世界をつなぐ

第３５８回 例会 １０月８日 草加市文化会館
＊＊本日のプログラム ＊＊
開会点鐘
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お客様紹介
会長挨拶

幹事報告
委員会報告
ＳＡＡ報告
出席報告
閉会点鐘

小林 操ガバナー公式訪問例会
リハーサル
会長 飯山英彦

幹事 富永 悟

事のようです。
再来週でございますが、フィリピン、マニラのピント
ンブカエ高校へ井戸の掘削事業の打ち合わせで行っ
て来ます。お時間のある方はご同行していただけれ
ばと思いますが、くれぐれもセクシーな打ち合わせに
ならない様引き締めていきたいと思います。本日は
理事会がございます。また、ポリオ撲滅のためにペッ
トボトルキャップ、「つばさの森さん」「商店会連合会さ
ん」にメンバーの皆さんもお持ちいただきたくさん集ま
ってきております。引き続きお気づきになられたら「キ
ャップ」をお持ちいただければと思います。

１０月１日の例会記録
◆ 会長あいさつ

飯山英彦 会長

皆さんこんばんは、アメリカのニューヨークで開か
れた国際気象サミットの壇上でスウェーデンの環境
活動家グレタ・トゥーンベリさん（16）が演説をしまし
た。自分自身が 16 歳の時と比べるとだいぶ違うとい
うことで、私はディスペクトしているわけですけど、彼
女は「将来世代の目はあなた方を見ています」「もし
我々を失望させるような道を選べば絶対に許さない」
と強い口調で十分な温暖化対策を取ってこなかった
今後のプログラム
各国政府代表に訴えた。
日本では小泉環境相が「セクシー」という言葉を使
10/15 小林ガバナー公式訪問 レセプション
って、環境の世界ではなかばキーワードになっている
10/22 24 日のロータリーデーに振替
言葉なのだそうですが、日本のマスコミはその言葉
草加シティＲＣと合同例会 中央公民館
がわからなかったというところで、ちょっと揶揄したみ
10/29 卓話 直前ガバナー補佐 中央公民館
たいですが、「セクシー」という言葉はかっこよくやり
ましょうということのようでございます。
フィリピンのミンダナオで、ミンダナオ地区はフィリピ
１０月１日 ニコニコＢＯＸ
ンの南側の紛争地域もあるのですが、2000 年まで根
金額 19,000 円
累計
207,500 円
絶発表があった「ポリオ」が発生しまして、子どもが 2
１０月１日
出 席 報 告
人罹患してポリオの接種ワクチンを接種したという事
会員総数
42
出席
２０
でございます。衛生状況が良くなかったり、水、ミンダ
出席免除
8
ＭＵ
２
ナオ地区は紛争地域なので、水道が発達していな
出席適用
34
出席率
64.71
い！子ども達がポリオにさらされて、罹患したという
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富永
皆さんこんばんは、結婚祝いということでお祝いをいた
だきましてありがとうございます。今日会社に行ったらお
かしいなと思いました。きれいな花が置いてありました。
結婚記念日は 10 月 2 日明日です。今日は奥さんと顔を
合わせても花の話題も結婚記念日の話題にも発展はし
ませんで、忘れっぱなしで今びっくりしている状況です。
飯山会長は、本当かはわかりませんが、結婚記念日に
は奥さんを旅行やどこかに連れて行くと言っております
が、僕はまだその辺の甲斐性がないので、3 回くらいどこ
かに行こうかと声をかけたら、行かないと言われたので、
最近は、お誘いはしていません。僕が会長の時に何かあ
るたびに一緒に行こうと誘ったのですが、一度も夢かなう
ことはなかったです。周りの人が言うには「富永君は奥さ
んの影がぜんぜん見えない」と言われるのですが、会社
に来ていただけると、うちの奥さんはいます。ひな壇に飾
ってありますので、是非会社にお越しいただきたいと思
います。

皆さんこんばんは、平成 10 年 10 月 10 日の午後
10 時にふたりで市役所に行って来ました。
子どもが高 3 と中 1 になって土日は其々勝手に活
動するようになるのです。ある時私と妻の 2 人とい
う状況が現れまして、これからこのような状況が増
えるのと凄く背筋が寒くなるような感じ、やはり子ど
もがいるからこそ上手く回っていたのだけれど、子
どもがいなくて部屋に 2 人でいたら耐えられない、
まだこのような状況は続く！以前誰かが言ってい
たのですが、やはり「2 人で何か感動できる機会を
作ったほうがよい」と、本を読んで感想が一致す
る。同じテレビ番組見ながら、笑う。それだけで気
持ちが通じる。だから女房が笑った時に、僕も無理
して笑うようにしています。なにか形から入ってい
く！このようなことを考えながらこれからも仲良くし
ていきたいと思います。ありがとうございました。

皆さんこんばんは、結婚祝ありがとうございます。今日呼ばれて、本当にはっと気が付きまして、本当に忘れて
いました。そのくらいに何事もない日常なのだと思います。そうか今日は前に出て、話をしないといけないのかと
思ったのですが、ご飯を食べながら何を話そうかと思ったのですが、なかなか話すことがない！なということで、
平々凡々とやっているなと思います。
日常的な会話を取り立てて皆さんにお話することもなく、今日出がけに明日ゴルフだからと言ったら、うちのか
みさんはゴルフだというと、必ず「誰と行くの」と言うの！いいじゃないかと思うのですが、明日は草加中学校の友
達の○○と○○と○○の男の 3 人の名前を言う。土曜日などは、長谷部さんと横山さんと松田さんだったというと
「う～ん」と言って、なんだか安心するのかな？万一女性の名前などが入ると「さざ波」が立つような気がして～結
構女性は私が誰とどうやっているか、気になっているのかな～と思う時があります。
今大塚さんから話が合ったように、時々2 人になる時もあります。女房がいなくて私と子どもの 2 人になる時もあ
ります。かみさんのいない時もまた矢の空気と冷たいものがあるのです。ご飯を一緒に食べようかと自分一人で
食べているのですが、子ども達は食事の食べ物など、自分の部屋にもっていってしまう。私一人がテレビを見な
がら缶ビールを飲んで食事をしているという感じです。寂しいな～と思うのですが、かみさんがいる時は食堂に集
まってなんとなきおしゃべりをする。父親って老後どうなるのだろうと思っているのですが、たぶん僕だけではなく
同じようなご経験をされている方もいるのではないかと思います。
結婚して 35 年くらいになりますが、家というのはかみさんがいて、何となく和やかで、賑やかで、ワイワイ・ガヤ
ガヤ話をしている。やはり家庭は母親中心だとツクヅク思っている私でございます。結婚記念日の日にはプレゼ
ントはしないけど、食事でも行こうかなと思っています。

皆さんこんばんは、今お手元にご案内状が配られていると思いますが、「マルタ」皆さんご存知ですか？イタリ
アのかかとの下です。地中海のど真ん中にある。キリスト教を世界に伝導したパウロと言う方がいます。彼はロ
ーマの市民権を持っていたために、彼がキリスト教に回心して、ローマの中で宣教したことが、今の世界的な信
仰になった。エピソードがあります。
その彼が、ローマに入ろうとした時に、嵐になって難破したそうです。そこで「マルタ」と言う佐渡島の半分くらい
の島がなかったら彼はそこで死んでいて今のキリスト教は地域振興に過ぎなかったかもしれない。世界中の人口
の半数以上がクリスチャンと言われていますが、その人から見ると「マルタ」があったからこそ世界聖教が行われ
て、全人類に救いがもたらされたのだと言われている。新約聖書の中に記述が出て来るのがマルタでございま
す。マルタ騎士団と言って十字軍の遠征騎士にもなっていたのです。ところが十字軍の歴史は血で血を争う殺い
くの歴史を繰り返したけど、マルタ騎士団は両方の傷ついた将兵を介護した。赤十字ができるはるか前にしてい
た国になります。この国の大統領が 22 日に即位礼に参列をするために来日します。初来日です。まだ大使館は
ないのですが、今年から来年にかけて大使館を開設するつもりもあるようなのですが、今は大使館がありません
ので、私が会長をお引きしている日本マルタ友好協会で大統領の歓迎レセプションを急遽催すことになりました。
大使館がないとお声掛けができないので、ロータリアンの皆さんにお時間を作ってきてくださいということなの
です。会費は 1 万円かかりますが、なかなか 1 国の元首、大統領と滅多に会えませんからお時間を作っていただ
けましたら 21 日夜 7 時～パレスホテルで行います。「日本マルタ友好協会」のレセプション 100 名くらいの規模で
やろうと思っていますが、皆様が来ていただけたらマルタとの友好もと思っております。宜しくお願い致します。
私は、明日からイギリスに留学します。1 年間で修士号を目指します。今私はクリスチャンの色々な団体のお
役を仰せ遣っているのですが、そこからクリスチャン代表として参議院選挙に出ないかとのお話がありましたがそ
れは不調に終わり、政治をしっかりと極めて来てと、背中を押されました。7 月の段階でイギリスの大学に応募し
ました。イギリスの大学院、外国人は早く行って 1 か月くらい英語の論文を書いたり、ディベートをしたり、大量の
文章をしたり、訓練をすることが条件となるのですが、応募が 7 月で締め切っていたので 9 月に行かないと意味
がない！来年になってしまうと行かれなくなる。この英語条件、イギリス人と同格ということで、認めてもらうタイの
方法が一つだけあって、そのテストに受かることなのですが、3 週間前に合格しました。イギリス人と同格の無条
件の入学許可が下りて一昨日ビザがおり、明日出発して、明後日から授業です。大統領レセプションには 2 泊 3
日で帰ってきますので宜しくお願い致します。

皆さんこんばんは、今日は第 1 例会ですので皆さんのお手元に「ロータリーの友」「ガバナー月信」が配布され
ていると思います。今日はロータリーの友についてお話したいと思います。
「ロータリーの友」はどのような目的でできたかご存知ですか？7 月号の「ロータリーの友」に地区委員長が寄
稿しております。「ロータリーの友」が出来た経緯は、1953 年 1 月に初めて創刊されたわけですが、昭和 28 年で
す。その前の昭和 27 年に 4 月に地区の総会がありまして、日本のロータリーは東と西の 2 つに分かれ事が決定
しました。そのために東と西の情報をお互いに共有することを目的に創刊されたわけです。創刊するにあたり、当
時新聞や雑誌は縦書きでした。「ロータリーの友」も会員のアンケートをとった結果、6 割近くの方が、横書きを支
持しました。スタートから前ページ横書きでスタートしています。その当時、埼玉県で昭和 28 年に加盟をしていた
のは、川越ＲＣだけです。皆さんご存知の通り、埼玉県では川越ＲＣが最初にスタート、次に熊谷ＲＣ、それから
浦和ＲＣ，大宮ＲＣの順番です。当時はおそらく、ロータリークラブのクラブ数は 100 くらいだったと思います。
その後、国際ロータリーに認証されたのは、1980 年の 7 月号から公式雑誌として承認されました。現在国際ロ
ータリーで正式に承認されているのは 33 の公式雑誌があります。その 33 の公式雑誌については 9 月号に書い
てあります。今申しあげているのは、何れも 7 月・9 月号に書かれています。
「ロータリーの友」は皆さん是非読んで下さい。左から半分は、横書きで、右から半分が縦書きです。なぜ縦書
きになったかと言うと、俳壇などは、横書きでは、イメージが良くないということで、途中から縦・横の併用になって
います。1972 年から変わりました。ロータリー月間など、毎月寄稿されています。「ロータリーの友」を 1 年間読め
ば大体の動きや概要、など記憶に残ると思います。今ロータリーで問題になっているのは、規定審議会で出席率
は 50％で良いと結審されています。そのようなことはロータリーの友に細かく書かれています。毎月配布される
ので是非ご覧ください。

皆さんこんばんは、折角慣れてきたのですが、小山支店の方に転勤になってしまいました。急な話でびっくりし
たのですが、金融機関は引き継ぎの時間が非常に短くて、来週引継ぎをして向こうに着任、来週の例会は次の
支店長に早く慣れてもらうために一緒に参加させていただき、ご挨拶をさせていただきたいと思います。
まずはご報告までです。

来年 7 月、中里ガバナー年度でガバナー補佐を務
めることになりました。次年度のためのガバナー補
佐会議が始まりました。3 回目です。9 月 27 日（金）
浦和になるガバナー事務所へ行って勉強会・懇親会
があり、報告したいことがあります。第 1 例会では君
が代を歌います。なぜ歌うのか皆さんわかります
か？私は初めて聞きましたが、中里ガバナーエレク
トがおっしゃるには、最初、大正時代に始まった時に
は歌っていなかったそうです。昭和に入り、戦争の
時、ロータリークラブは敵国を称賛するようなことを
やっていてけしからんと憲兵隊が日本刀を持って乗
り込んできたそうです。それで我々は世界の平和の
ためにやっている。決してアメリカの肩をもって日本
を貶める団体ではないということを証明するために
君が代を歌うことになったそうです。それが始まり
で、その後ロータリークラブという名前も使えなくな
り、休会になり、戦後復活してからも続いているそう
です。沢山あるのですが、もう一つお話します。私が
ガバナー補佐をすると、私をアシストしてくれるガバ
ナー補佐幹事が付くわけです。以前牛山さんがガバ
ナー補佐をされた時には補佐幹事を付けずにされて
いました。それも一つのやり方ですが、私と同期でガ
バナー補佐をされる方に聞きましたら、皆さん補佐
幹事を付けて、今から一緒にやっていくとの話しでし
た。なぜ補佐幹事を付けるかと言うと、補佐幹事にな
ってくれる人に、一緒に行動することによってロータ
リーを理解していただく、あと今まで補佐幹事は地区
の役員では無かったのですが、それは酷いというこ
とで中里がバナーエレクトは私の年度で変えます。
そして協力していただくということで、私もこれから選
任しますと帰ってきました。これからお声掛けをさせ
ていただきますのでお願いした際は快く受けていた
だけると有難いです。宜しくお願い致します。
飯山 英彦会長
富永
悟幹事
会田小弥太会員
牛山 信康会員
大塚 義一会員
小笠原薫子会員
川井 大輔会員
木村 博行会員
勝浦 雅和会員
来栖 勝幸会員
佐々木一男会員
鈴木 秀世会員
田中 和郎会員
中村 孝明会員
二階堂祐司会員
長谷部健一会員
山崎 秀美会員
福本 孝昭会員

開催日 10 月 7 日（月）
場所
プレステージＣＣ
参加者
長谷部健一会員
開催日開催
加藤芳隆会員

幹事報告

田中和郎会員
山口昭人会員

富永 悟幹事

皆さんこんばんは、幹事報告させていただきます。
2 点有ります。
＊ ガバナー公式訪問について
15 日に迫っております。全員参加でガバナーをお迎
えしたいと思います。当日は、6 時点鐘です。「ポリオ
の赤いＴシャツ」をＹシャツの上に着用する予定で
す。お手元にお持ちの方は忘れずにお持ちくださ
い。来週リハーサルをします。市川ガバナー補佐が
出席の予定です。
来週もＴシャツを着たいと思います。お持ちください。
まだの方は用意をしていますのでお申し出ください。
＊先日お見えになりました式町水晶さんのコンサート
チケットを 10 枚クラブで購入しました。
日時 10 月 14 日（月） １３：３０開演
場所 さいたま市民会館 浦和ホール １階
ご希望される方はお声掛けください。

結婚祝・誕生祝の皆様おめでとうございます。理事会宜しくお願い致します。
結婚祝いの皆様おめでとうございます。
結婚祝いの皆様おめでとうございます。
今日から 10 月 1 日、1 億円の建物を建てると、税金がなんと 1 千万円になります。
高額ですね！軽減税率、ポイント還元とよくわかりません
相続法が改正されました。自筆遺言書の要件が緩和されました。相続が「争族」にならない
ように、遺言書を活用しましょう。
お誕生付き・ご結婚記念の皆様おめでとうございます。今日から 10 月とうとう消費税率が
10％となり、軽減税率制度も導入されました。これからも、どんどん世の中は変わって行く
のでしょうが、どんな風に変わって行くのかとても楽しみです。
結婚祝いの皆様おめでとうございます。暑い時にご苦労様です。
お誕生祝・結婚祝いの皆さんおめでとうございます。認知症ぎみの父親と毎日付き合うのに
疲れ気味の私です。一杯やるのだけが楽しみです。
ご結婚記念の皆様、おめでとうございます。すいませんが、今日は仕事で出席できません
結婚祝・誕生祝の方々おめでとうございます。昨日人間ドックを受けましたが。この 1 年は
健康に過ごせました。また 1 年体調管理をして楽しく過ごしたいと思います。
誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。
誕生祝・結婚祝おめでとうございます。スピーチ宜しくお願い致します。
きょうから消費税が 10％になり、新聞・テレビはその話題ばかりです。
不良会員が今日は参加しました。心苦しい思いでおります。
先週還暦のお祝いをしてもらいました。
「赤いちゃんちゃんこ」と「赤い帽子」がよく似合
っているなあと思いました。ご結婚・誕生祝の方おめでとうございます。
10 月 6 日は宿場まつりです。六丁物語と東福寺クラシックコンサート、7 か所で音楽演奏が
あります。是非遊びに来て下さい。
誕生日と結婚祝の方おめでとうございます。
結婚記念・お誕生日の皆様おめでとうございます。

