
・点　鐘　木川会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　齋藤職業奉仕委員�

・ビジター（日高）小坂雅彦様�

　　　　　（元米山奨学生）李讃雨君

・イニシエーション・スピーチ�

　　　　　塩野 裕会員　大崎光二会員

【会長報告】

　雛祭りで商店街の雛壇も綺麗に飾られ、年

に一度の心和む風景。３月は「別れの月」と

も言いますが、この会場ともお別れと思うと

寂しい限りでございます。日本経済が一日も

早く立ち直って欲しいと切に願う次第です。

　ＲＣでは「識字率向上月間」。識字率向上は

１９８６年以来ＲＩの強調事項で、地域社会で

読み書きを向上させるプロジェクトを支援し

ています。地域の識字率水準は生活水準に直

結するとの観点から、月間中、読み書き計算の

出来ない人達を援助するため「ロータリー地

域社会共同体」「ロータリーアクトクラブ」「イ

ンターアクトクラブ」「世界社会奉仕」「ロー

タリーボランティア」等の既存プログラムを

通し、識字率向上に取り組みます。今回、ＲＩ

は世界的な識字率推進団体「国際読書協会」と

協力、世界奉仕プロジェクトを開発中です。

ユネスコによると、世界で９億人以上の人が

読み書き出来ません。その３分の２は女性。

成人、子ども向けに読書プログラムを企画す

ることや学校に本を寄贈すること、そして地

元の図書館を援助することが要請されている

とのことです。

　４５周年式典も３／１７に本番を迎えます。

森会員、橋本会員、細田（吉）会員にはお手数を

おかけしますが、皆様のご協力をお願いする

のみです。

　２／２８東松山・紫雲閣での第２回米山奨学

部門セミナーに参加。西川ガバナーエレクト

が研修に参加されたサンディエゴは太平洋艦

隊の寄港地でもあり、空母ミッドウェーがあ

ったそうです。以下、金子パストガバナーの

お話を報告します。１９５２年、東京ＲＣでの

米山の会合では、当時の金額で２７０万円が

集まり、１９５４年の第１回の奨学生募集では

国王推薦のタイ人学生もいました。今回、地

区で選考した４２名は皆、優秀だが、５名程の

欠席者の何人かは連絡も無く、がっかりした

部分もあったとのこと。１９５９年、世話クラ

ブ。１９７１年、カウンセラー制度が施行。現

在８００人の奨学生が日本におり、この数は

何としても保ちたいとのことです。金額にし

て１４億５０００万円。ＲＣの会員数が減り、

積立金を取り崩さざるを得ない状況だそうで

す。

【幹事報告】

・プリンスでの最後の役員会開催。

・４月のプログラム承認。�

・地区大会は登録料無料。４／１８飯能駅南口

　８：３０観光バス発。本庄市民文化会館。点

　鐘１０時。制服着用。�

・国際大会参加希望の方は私までお願いしま

　す。�

・次年度地区役員のお願いが西川Ｇエレクト

　より来ています。木川会長がＧＳＥ委員と

　なられます。�

・李讃雨君は４５周年式典にお見えになる東

　清州ＲＣメンバーのため、通訳をされます。

�◎例会変更のお知らせ�

◇入間南ＲＣ�

・３／１３（土）　加治丘陵クリーンアップ作戦

　　　　　農村環境改善センター  点鐘１３時�

・３／１６（火）　例会取止（定款５―１―３）�

・３／３０（火）　花見家族例会

　　　　　飯能「清河園」 点鐘１９時�

・４／２０（火）　地区大会に振替�

・４／２７（火）　入間ＲＣ合同例会　丸広７Ｆ

　　　　　さくら草ホール　点鐘１８：３０�

◎神田康夫会員「ベネファクター」�

　記念品授与式：木川会長より授与（拍手）

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　  　　萩野（暁）君

　ＲＣ年度は７月から６月で、呉継斌君は４

月から３月。そこには３か月のズレがあり、

カウンセラーは２年度に亘るもの、４月から

始まってしまうというわけです。

　米山の起源は、日本が戦争中、特に東南ア

ジア各国に非常に被害を与えたことに対し、

主に東南アジアの優秀な学生に奨学金を与え

ようという、東京ＲＣ米山梅吉翁の趣旨によ

っています。米山は日本だけのもので、Ｒ財

団とは全く違います。皆様の会費から１万５

千円を頂いていますが、それだけでは運営出

来ません。大学生には月１４万円の奨学金を、

月１回の例会出席の義務のみで、返済の必要

なしで差し上げているわけです。ノルウェー

で電気自動車の研究発表を行った呉継斌君は

めでたくいすゞ自動車に就職内定しました。

特別寄付は１０万円。控除もあります。是非

ご協力をお願いしたいと思います。

◎新世代委員会　　　　　　　　  吉田（武）君

　２／２４飯能市の中学生社会体験チャレンジ

事業の第２回推進委員会に出席。当クラブの

数事業所が受け入れ先になっており、多分な

感謝の言葉がありました。本年度も多くの事

業所に受け入れをお願いしたいとのことです。

◎４５周年記念式典実行委員会　　　　  森君

　３／１７が近づいて参りました。当日は制服

着用、ご夫人は自由。合唱の際の歌詞は印刷

してお渡しします。お気づきの点がありまし

たら忌憚ないご意見をお聞かせ下さい。よろ

しくご協力をお願い致します。

◎半田会長エレクトより報告�

　３／２７ＰＥＴＳに出席。次期ガバナーは西

川武重郎様（志木）、Ｇ補佐は磯田様（新所沢）。

ＲＩテーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」、地区

テーマ「利他の心で行動しよう」。Ｇ公式訪問

は８／２５、補佐訪問は８／１８。クラブ研修リー

ダーをつくり、それにはＲ情報委員長がなる

こと、リーダーは年２回集まって地区研修を

すること等、言われました。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

２／２０（ガバナー）大木君

２／２８（ガバナー）木川君、萩野（暁）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・李さん、４０周年ではお世話になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・今日一日よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　（日高）小坂雅彦様�

・小坂さん、ようこそ。　　和泉君、吉澤君�

・結婚記念祝、有難うございます。　加藤君�

・早退。　　　　　　  土屋（良）君、小久保君�

本日計１１，０００円、累計額８８１，１２３円。

◎１０日例会当番は和泉会員、市川（昭）会員です。

�

【イニシエーション・スピーチ】

講師紹介　　　　　　大木プログラム委員長

塩野  裕会員（Ｈ２１．６入会）

　今回、大木プログラム

委員長様よりスピーチを

せよとご指示賜り、「イニ

シエーション・スピーチ」

について調べてみました。

「イニシエーションとは、

入社または加入礼とも呼

ばれる、通過儀礼のひと

つである。外部の人間が新たに加入する時、

しばしば苦痛を伴う儀式の洗礼を受けなけれ

ばならない」。イニシエ－ション・スピーチが

なぜ必要か考えてみましたが、それは、ロー

タリークラブにおいては自身を知って頂くこ

とと理解致しましたので、お聞き苦しいと思

いますがしばらくの間、お付き合い頂ければ

幸いであります。

　私はＳ２２年１０月２６日、旧名栗村下名栗、

皆様ご存知の「さわらびの湯」がある地に、三

人兄弟の末っ子として生まれました。我々は

「団塊の世代」と呼ばれる年代で、小学校は当

時３校あり、中学校同窓生も１００人を数え

ておりました。その後、飯能高校、東洋大学

に進みました。

　育ててくれた親に感謝もしますが、家業の

農林業、とりわけ木材が現在よりもてはやさ

れておりましたので、良き時代に生まれて良

かったと感謝しております。再び西川材がも

っと重用されるよう思う一人であります。　

　現在、勤務しております社会福祉法人名栗

園には、会社勤務１年後のＳ４６年５月より

お世話になっており、本年で３９年になりま

す。当時は福祉とは何かも分からず奉職しま

した。学生時代の経験では、所属していた体

育会自動車部が加盟していた連盟の事業で、

各部が車を提供して、都内在宅の障害児とそ

のご家族と共に深大寺植物園ヘ、ドライブを

兼ねたレクリエーションに出かけるというボ

ランティアにお供したことぐらいでした。そ

のときは「この様な方もいるのだ」と思う程

度でしたが、今でも記憶に残っております。

　小生が奉職した時代、特別養護老人ホーム

は県内４か所、老人福祉施設も２５施設を数

える程度でしたが、今や高齢者の福祉施設は

その数４４０を超えております。また、当時「老

人ホーム」は親不孝を助長する施設とも言われ、

マスコミも「養老院」と言っていた時代でした。

若い職員はほとんどおらず、２０代はごく少数。

右も左も分からず業務に入りました。

　初めての出勤時、「何を持って行けばいいん

ですか」の問いに、「海水パンツを持参せよ」と

のことでした。待っていたのは、週数回の、

寝たきりの方の入浴介助。以後、８年間させ

て頂きましたが、その貴重な経験は今でも忘

れることなく、また、今の業務にも役に立っ

ております。

　この間、昭和４８年は「福祉元年」と呼ばれ、

老人医療無料化制度が始まり、特別養護老人

ホームも閑古鳥が鳴く時期もありました。そ

れは、施設への入居はまだ公の措置であり、

福祉事務所のケースワーカーがその人の実態

調査をして既往歴やら何かと煩わしい事もあ

り、医療券１枚で入院できる制度になったか

らとも当時言われておりました。その背景に

は、老人ホームに預けると世間体が悪いと思

う方も多くいたように思います。

　昭和４９年にはオイルショックで石油や色々

な物が高騰し、苦労した時期もありました。

また、現在もそうですが「３Ｋ」等と言われ、

人材も思うように採用できなかった時期でも

ありました。

　そんな時代を経験し、昭和５４年、現在勤務

しております軽費老人ホーム・シルバーハウ

ス希望の園へ移動となり、現在に至っており

ます。

　軽費老人ホームは６０歳以上の方で身の回

りのことが出来る自立の施設。個室で、三食

昼寝付きです。８年間お世話になった特別養

護老人ホームとは違い、元気な方が利用する

施設ですので、この３１年間、人生の約半分を、

利用者の方と喜怒哀楽を共にして参りました

が、多くの経験と勉強をさせて頂きました。

　利用者の方の家族に訳あって、お孫さんを

お預かりし、施設から市内中学校に２年間通

学させた事もありました。この件についても

埼玉県関係課はじめ飯能市教育委員会、学校

関係者の皆さんにも大変なご尽力を賜りまし

た。福祉「しあわせ」の仕事はご当人だけで

はなく、その関係者の福祉でもあると確信し

感謝しております。

　また、ごく少数ですが、利用者の方、ご親

族との関わりの中、警察をはじめ署（所）と付

く関係機関に足を運びましたことが、つい昨

日のことのように思い出されます。

　私が３１歳の時に現在のシルバーハウス希

望の園に移動した当初は、大変なことにも多

く遭遇致しましたが、地域の方々はじめ多く

の方々に深いご理解の下、施設の運営にご協

力を賜りました。

　昨今は生活する方々の育った時代背景も違

ってきており、以前と比べると随分様変わり

してきたというのが実感です。介護保険制度

施行以来１０年、高齢者、また、ご家族のニ

ーズも環境も様変わりして参り、以前と比べ

ると、はっきりと自己を主張し、権利意識を

もった利用者の方々が増えていることは、従

来の「官」に依存していた福祉とは違い、大

変良い制度と思います。その一方、近年高齢

者への虐待が多くなっていることは心配する

ひとつであります。

「衣食足りて礼節を知る」という言葉があり

ます。何不自由なくなった現代社会。この言

葉の重みを自分自身もかみ締め、また、そう

思う人が多くなることを望みます。

　この様に思う現在を、「ロータリーの精紳」、

木川会長の「恕」の精紳、そして社会福祉法人

名栗園・創始者石井岱三会長の理念でありま

す「人を人として介護する」を実践し、今後も

微力ながら社会に貢献して参りたいと思いま

す。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお

願い致します。

　ご清聴有難うございました。

大崎光二会員（Ｈ２１．８入会）

　一番新米の大崎です。

Ｓ２９年、茨城県潮来市

生まれ、５５才。千葉の佐

原市と県境。「水郷」とは

実際には佐原市のことで、

千葉の利根川、横利根川、

常陸利根川、与田浦に囲

まれた地域のことです。

ただ、この地に観光に行くには対岸の潮来か

ら船で、というので、潮来が有名になってい

るわけです。

　私が生まれたのは合併前の牛堀町（うしぼり

まち）。北斎の「富嶽三十六景」に「常州牛堀」

という絵がございます。町に高校は無く、牛

堀中学校ただ１つ。１年は卓球部に入りまし

たが、町長が町の行事のため町にブラスバン

ド部をどうしても作って欲しいとのことで、

音楽の先生に言われてブラスバンド部に移り

ました。トランペットを少しやっております。

高校は越境して、佐原高等学校に入りました。

伊能忠敬の出身地、巨人軍の城之内投手の出

身校ということで、グラブ等が置いてありま

した。中３でアマチュア無線の資格を取って

いたので、部活は「ラジオクラブ」でアマチ

ュア無線をやりました。

　現在、趣味を聞かれると３つのことから言

うようにしていますが、「ゴルフ」は必ず言い

ます。２０代に始め、４０代で再開、すぐに

１００、９０を切りましたが、８０を目前に背中

の筋を痛め、無理してやっていたらボールも

当らなくなりました。そして１００を超え、

１１０を超えということになってしまいまし

たが、最近やっと１００前後に戻りました。

８０を切るのは６０代の楽しみに取っておき

たいと思っております。

　次に「山登り」。今から７、８年前、深田久

弥の百名山登山にチャレンジしている知り合

いの弁護士さんが九十九山登って次が百山目

という時に、たまたま仲間の方とお酒を飲む

機会が東京でありました。茨城生まれの私が

登った山は、中学の時の筑波山ただ１つだっ

たのですが、酔った勢いで百山目の登山に参

加することになってしまったのです。さすが

に心配した弁護士さんが、トレーニングとい

うことで、箱根の明神、明星ヶ岳に１回だけ行

き、そして本番の、山形の朝日岳（１８７０ｍ）に

向かいました。大変奥深い山で、朝４時前に

登り始め、着いたのが１１時頃。片道７時間

をひたすら登って下りて、こんなキツイのは

生まれて初めてだったという位でしたが、山

頂で飲んだシャンパンが大変美味しく、また、

その達成感にハマりまして、それがきっかけ

で山登りを始めました。ただし、キツイのは

嫌だということで、弁護士さんにお願いして、

百名山のうち比較的楽な５０の山を選んで頂き、

「新・日本五十名山」と勝手に呼んで、徳島の

公認会計士の先生と毎年一緒に、幾つかずつ

予定を合わせて、現地集合・現地解散で登っ

ております。昨年までに２８。今年６月に山

形の月山、８月に富山の立山を予定していま

す。弁護士さんはその後、「日本二百名山」に

チャレンジ、昨年１０月に二百名山目を達成

されたと聞いております。

　もう１つ「歴史」が好きで、１０年位前にＨＰ

「古代史．ｃｏｍ」を作りました。今年、一念発

起して２／２２に全面リニューアル・オープン

しましたので、興味のある方は検索して頂け

れば有難いと思います。目玉はＳＮＳ的なも

のを取り入れたことで、相互の意見交換、日

記の書き込み、写真添付が出来る「ミクシィ

古代史版」です。

　一期一会と言いますが、人との出会いは何

かのご縁があってのこと。このようなところ

で話をさせて頂けていることに感謝しており

ます。これからもどんなことでも前向きにチ

ャレンジしていきたいと思いますので、よろ

しくお願い致します。

晴

当 番 石井君、市川（洋）君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

識 字 率 向 上 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

加 藤 玄 静 会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

第２３７８例会
３月１７日（３、水）
当番　加藤君、神田（康）君

 ４５ 周 年 記 念 式 典

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

休会（例会場移転のため）

第２５７０地区大会振替休日

［ 雑  誌 ］

神田（敬）君
小久保君

［米山奨学］

川 口 君
森 君

卓 話 「 写 真（仮題）」

卓 話 「 外国人留学生  　　　　
　日本語コンテスト入選者スピーチ」

大野広幸様
（社）日本写真家協会会員
（社）日本写真協会会員

平成２２年４月のプログラム
（月間テーマ   ロータリー雑誌月間）



・点　鐘　木川会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　齋藤職業奉仕委員�

・ビジター（日高）小坂雅彦様�

　　　　　（元米山奨学生）李讃雨君

・イニシエーション・スピーチ�

　　　　　塩野 裕会員　大崎光二会員

【会長報告】

　雛祭りで商店街の雛壇も綺麗に飾られ、年

に一度の心和む風景。３月は「別れの月」と

も言いますが、この会場ともお別れと思うと

寂しい限りでございます。日本経済が一日も

早く立ち直って欲しいと切に願う次第です。

　ＲＣでは「識字率向上月間」。識字率向上は

１９８６年以来ＲＩの強調事項で、地域社会で

読み書きを向上させるプロジェクトを支援し

ています。地域の識字率水準は生活水準に直

結するとの観点から、月間中、読み書き計算の

出来ない人達を援助するため「ロータリー地

域社会共同体」「ロータリーアクトクラブ」「イ

ンターアクトクラブ」「世界社会奉仕」「ロー

タリーボランティア」等の既存プログラムを

通し、識字率向上に取り組みます。今回、ＲＩ

は世界的な識字率推進団体「国際読書協会」と

協力、世界奉仕プロジェクトを開発中です。

ユネスコによると、世界で９億人以上の人が

読み書き出来ません。その３分の２は女性。

成人、子ども向けに読書プログラムを企画す

ることや学校に本を寄贈すること、そして地

元の図書館を援助することが要請されている

とのことです。

　４５周年式典も３／１７に本番を迎えます。

森会員、橋本会員、細田（吉）会員にはお手数を

おかけしますが、皆様のご協力をお願いする

のみです。

　２／２８東松山・紫雲閣での第２回米山奨学

部門セミナーに参加。西川ガバナーエレクト

が研修に参加されたサンディエゴは太平洋艦

隊の寄港地でもあり、空母ミッドウェーがあ

ったそうです。以下、金子パストガバナーの

お話を報告します。１９５２年、東京ＲＣでの

米山の会合では、当時の金額で２７０万円が

集まり、１９５４年の第１回の奨学生募集では

国王推薦のタイ人学生もいました。今回、地

区で選考した４２名は皆、優秀だが、５名程の

欠席者の何人かは連絡も無く、がっかりした

部分もあったとのこと。１９５９年、世話クラ

ブ。１９７１年、カウンセラー制度が施行。現

在８００人の奨学生が日本におり、この数は

何としても保ちたいとのことです。金額にし

て１４億５０００万円。ＲＣの会員数が減り、

積立金を取り崩さざるを得ない状況だそうで

す。

【幹事報告】

・プリンスでの最後の役員会開催。

・４月のプログラム承認。�

・地区大会は登録料無料。４／１８飯能駅南口

　８：３０観光バス発。本庄市民文化会館。点

　鐘１０時。制服着用。�

・国際大会参加希望の方は私までお願いしま

　す。�

・次年度地区役員のお願いが西川Ｇエレクト

　より来ています。木川会長がＧＳＥ委員と

　なられます。�

・李讃雨君は４５周年式典にお見えになる東

　清州ＲＣメンバーのため、通訳をされます。

�◎例会変更のお知らせ�

◇入間南ＲＣ�

・３／１３（土）　加治丘陵クリーンアップ作戦

　　　　　農村環境改善センター  点鐘１３時�

・３／１６（火）　例会取止（定款５―１―３）�

・３／３０（火）　花見家族例会

　　　　　飯能「清河園」 点鐘１９時�

・４／２０（火）　地区大会に振替�

・４／２７（火）　入間ＲＣ合同例会　丸広７Ｆ

　　　　　さくら草ホール　点鐘１８：３０�

◎神田康夫会員「ベネファクター」�

　記念品授与式：木川会長より授与（拍手）

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　  　　萩野（暁）君

　ＲＣ年度は７月から６月で、呉継斌君は４

月から３月。そこには３か月のズレがあり、

カウンセラーは２年度に亘るもの、４月から

始まってしまうというわけです。

　米山の起源は、日本が戦争中、特に東南ア

ジア各国に非常に被害を与えたことに対し、

主に東南アジアの優秀な学生に奨学金を与え

ようという、東京ＲＣ米山梅吉翁の趣旨によ

っています。米山は日本だけのもので、Ｒ財

団とは全く違います。皆様の会費から１万５

千円を頂いていますが、それだけでは運営出

来ません。大学生には月１４万円の奨学金を、

月１回の例会出席の義務のみで、返済の必要

なしで差し上げているわけです。ノルウェー

で電気自動車の研究発表を行った呉継斌君は

めでたくいすゞ自動車に就職内定しました。

特別寄付は１０万円。控除もあります。是非

ご協力をお願いしたいと思います。

◎新世代委員会　　　　　　　　  吉田（武）君

　２／２４飯能市の中学生社会体験チャレンジ

事業の第２回推進委員会に出席。当クラブの

数事業所が受け入れ先になっており、多分な

感謝の言葉がありました。本年度も多くの事

業所に受け入れをお願いしたいとのことです。

◎４５周年記念式典実行委員会　　　　  森君

　３／１７が近づいて参りました。当日は制服

着用、ご夫人は自由。合唱の際の歌詞は印刷

してお渡しします。お気づきの点がありまし

たら忌憚ないご意見をお聞かせ下さい。よろ

しくご協力をお願い致します。

◎半田会長エレクトより報告�

　３／２７ＰＥＴＳに出席。次期ガバナーは西

川武重郎様（志木）、Ｇ補佐は磯田様（新所沢）。

ＲＩテーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」、地区

テーマ「利他の心で行動しよう」。Ｇ公式訪問

は８／２５、補佐訪問は８／１８。クラブ研修リー

ダーをつくり、それにはＲ情報委員長がなる

こと、リーダーは年２回集まって地区研修を

すること等、言われました。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

２／２０（ガバナー）大木君

２／２８（ガバナー）木川君、萩野（暁）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・李さん、４０周年ではお世話になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・今日一日よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　（日高）小坂雅彦様�

・小坂さん、ようこそ。　　和泉君、吉澤君�

・結婚記念祝、有難うございます。　加藤君�

・早退。　　　　　　  土屋（良）君、小久保君�

本日計１１，０００円、累計額８８１，１２３円。

◎１０日例会当番は和泉会員、市川（昭）会員です。

�

【イニシエーション・スピーチ】

講師紹介　　　　　　大木プログラム委員長

塩野  裕会員（Ｈ２１．６入会）

　今回、大木プログラム

委員長様よりスピーチを

せよとご指示賜り、「イニ

シエーション・スピーチ」

について調べてみました。

「イニシエーションとは、

入社または加入礼とも呼

ばれる、通過儀礼のひと

つである。外部の人間が新たに加入する時、

しばしば苦痛を伴う儀式の洗礼を受けなけれ

ばならない」。イニシエ－ション・スピーチが

なぜ必要か考えてみましたが、それは、ロー

タリークラブにおいては自身を知って頂くこ

とと理解致しましたので、お聞き苦しいと思

いますがしばらくの間、お付き合い頂ければ

幸いであります。

　私はＳ２２年１０月２６日、旧名栗村下名栗、

皆様ご存知の「さわらびの湯」がある地に、三

人兄弟の末っ子として生まれました。我々は

「団塊の世代」と呼ばれる年代で、小学校は当

時３校あり、中学校同窓生も１００人を数え

ておりました。その後、飯能高校、東洋大学

に進みました。

　育ててくれた親に感謝もしますが、家業の

農林業、とりわけ木材が現在よりもてはやさ

れておりましたので、良き時代に生まれて良

かったと感謝しております。再び西川材がも

っと重用されるよう思う一人であります。　

　現在、勤務しております社会福祉法人名栗

園には、会社勤務１年後のＳ４６年５月より

お世話になっており、本年で３９年になりま

す。当時は福祉とは何かも分からず奉職しま

した。学生時代の経験では、所属していた体

育会自動車部が加盟していた連盟の事業で、

各部が車を提供して、都内在宅の障害児とそ

のご家族と共に深大寺植物園ヘ、ドライブを

兼ねたレクリエーションに出かけるというボ

ランティアにお供したことぐらいでした。そ

のときは「この様な方もいるのだ」と思う程

度でしたが、今でも記憶に残っております。

　小生が奉職した時代、特別養護老人ホーム

は県内４か所、老人福祉施設も２５施設を数

える程度でしたが、今や高齢者の福祉施設は

その数４４０を超えております。また、当時「老

人ホーム」は親不孝を助長する施設とも言われ、

マスコミも「養老院」と言っていた時代でした。

若い職員はほとんどおらず、２０代はごく少数。

右も左も分からず業務に入りました。

　初めての出勤時、「何を持って行けばいいん

ですか」の問いに、「海水パンツを持参せよ」と

のことでした。待っていたのは、週数回の、

寝たきりの方の入浴介助。以後、８年間させ

て頂きましたが、その貴重な経験は今でも忘

れることなく、また、今の業務にも役に立っ

ております。

　この間、昭和４８年は「福祉元年」と呼ばれ、

老人医療無料化制度が始まり、特別養護老人

ホームも閑古鳥が鳴く時期もありました。そ

れは、施設への入居はまだ公の措置であり、

福祉事務所のケースワーカーがその人の実態

調査をして既往歴やら何かと煩わしい事もあ

り、医療券１枚で入院できる制度になったか

らとも当時言われておりました。その背景に

は、老人ホームに預けると世間体が悪いと思

う方も多くいたように思います。

　昭和４９年にはオイルショックで石油や色々

な物が高騰し、苦労した時期もありました。

また、現在もそうですが「３Ｋ」等と言われ、

人材も思うように採用できなかった時期でも

ありました。

　そんな時代を経験し、昭和５４年、現在勤務

しております軽費老人ホーム・シルバーハウ

ス希望の園へ移動となり、現在に至っており

ます。

　軽費老人ホームは６０歳以上の方で身の回

りのことが出来る自立の施設。個室で、三食

昼寝付きです。８年間お世話になった特別養

護老人ホームとは違い、元気な方が利用する

施設ですので、この３１年間、人生の約半分を、

利用者の方と喜怒哀楽を共にして参りました

が、多くの経験と勉強をさせて頂きました。

　利用者の方の家族に訳あって、お孫さんを

お預かりし、施設から市内中学校に２年間通

学させた事もありました。この件についても

埼玉県関係課はじめ飯能市教育委員会、学校

関係者の皆さんにも大変なご尽力を賜りまし

た。福祉「しあわせ」の仕事はご当人だけで

はなく、その関係者の福祉でもあると確信し

感謝しております。

　また、ごく少数ですが、利用者の方、ご親

族との関わりの中、警察をはじめ署（所）と付

く関係機関に足を運びましたことが、つい昨

日のことのように思い出されます。

　私が３１歳の時に現在のシルバーハウス希

望の園に移動した当初は、大変なことにも多

く遭遇致しましたが、地域の方々はじめ多く

の方々に深いご理解の下、施設の運営にご協

力を賜りました。

　昨今は生活する方々の育った時代背景も違

ってきており、以前と比べると随分様変わり

してきたというのが実感です。介護保険制度

施行以来１０年、高齢者、また、ご家族のニ

ーズも環境も様変わりして参り、以前と比べ

ると、はっきりと自己を主張し、権利意識を

もった利用者の方々が増えていることは、従

来の「官」に依存していた福祉とは違い、大

変良い制度と思います。その一方、近年高齢

者への虐待が多くなっていることは心配する

ひとつであります。

「衣食足りて礼節を知る」という言葉があり

ます。何不自由なくなった現代社会。この言

葉の重みを自分自身もかみ締め、また、そう

思う人が多くなることを望みます。

　この様に思う現在を、「ロータリーの精紳」、

木川会長の「恕」の精紳、そして社会福祉法人

名栗園・創始者石井岱三会長の理念でありま

す「人を人として介護する」を実践し、今後も

微力ながら社会に貢献して参りたいと思いま

す。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお

願い致します。

　ご清聴有難うございました。

大崎光二会員（Ｈ２１．８入会）

　一番新米の大崎です。

Ｓ２９年、茨城県潮来市

生まれ、５５才。千葉の佐

原市と県境。「水郷」とは

実際には佐原市のことで、

千葉の利根川、横利根川、

常陸利根川、与田浦に囲

まれた地域のことです。

ただ、この地に観光に行くには対岸の潮来か

ら船で、というので、潮来が有名になってい

るわけです。

　私が生まれたのは合併前の牛堀町（うしぼり

まち）。北斎の「富嶽三十六景」に「常州牛堀」

という絵がございます。町に高校は無く、牛

堀中学校ただ１つ。１年は卓球部に入りまし

たが、町長が町の行事のため町にブラスバン

ド部をどうしても作って欲しいとのことで、

音楽の先生に言われてブラスバンド部に移り

ました。トランペットを少しやっております。

高校は越境して、佐原高等学校に入りました。

伊能忠敬の出身地、巨人軍の城之内投手の出

身校ということで、グラブ等が置いてありま

した。中３でアマチュア無線の資格を取って

いたので、部活は「ラジオクラブ」でアマチ

ュア無線をやりました。

　現在、趣味を聞かれると３つのことから言

うようにしていますが、「ゴルフ」は必ず言い

ます。２０代に始め、４０代で再開、すぐに

１００、９０を切りましたが、８０を目前に背中

の筋を痛め、無理してやっていたらボールも

当らなくなりました。そして１００を超え、

１１０を超えということになってしまいまし

たが、最近やっと１００前後に戻りました。

８０を切るのは６０代の楽しみに取っておき

たいと思っております。

　次に「山登り」。今から７、８年前、深田久

弥の百名山登山にチャレンジしている知り合

いの弁護士さんが九十九山登って次が百山目

という時に、たまたま仲間の方とお酒を飲む

機会が東京でありました。茨城生まれの私が

登った山は、中学の時の筑波山ただ１つだっ

たのですが、酔った勢いで百山目の登山に参

加することになってしまったのです。さすが

に心配した弁護士さんが、トレーニングとい

うことで、箱根の明神、明星ヶ岳に１回だけ行

き、そして本番の、山形の朝日岳（１８７０ｍ）に

向かいました。大変奥深い山で、朝４時前に

登り始め、着いたのが１１時頃。片道７時間

をひたすら登って下りて、こんなキツイのは

生まれて初めてだったという位でしたが、山

頂で飲んだシャンパンが大変美味しく、また、

その達成感にハマりまして、それがきっかけ

で山登りを始めました。ただし、キツイのは

嫌だということで、弁護士さんにお願いして、

百名山のうち比較的楽な５０の山を選んで頂き、

「新・日本五十名山」と勝手に呼んで、徳島の

公認会計士の先生と毎年一緒に、幾つかずつ

予定を合わせて、現地集合・現地解散で登っ

ております。昨年までに２８。今年６月に山

形の月山、８月に富山の立山を予定していま

す。弁護士さんはその後、「日本二百名山」に

チャレンジ、昨年１０月に二百名山目を達成

されたと聞いております。

　もう１つ「歴史」が好きで、１０年位前にＨＰ

「古代史．ｃｏｍ」を作りました。今年、一念発

起して２／２２に全面リニューアル・オープン

しましたので、興味のある方は検索して頂け

れば有難いと思います。目玉はＳＮＳ的なも

のを取り入れたことで、相互の意見交換、日

記の書き込み、写真添付が出来る「ミクシィ

古代史版」です。

　一期一会と言いますが、人との出会いは何

かのご縁があってのこと。このようなところ

で話をさせて頂けていることに感謝しており

ます。これからもどんなことでも前向きにチ

ャレンジしていきたいと思いますので、よろ

しくお願い致します。

晴

当 番 石井君、市川（洋）君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

識 字 率 向 上 月 間

今 を 大 事 に
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加 藤 玄 静 会　員　数 当　　日
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第２３７８例会
３月１７日（３、水）
当番　加藤君、神田（康）君

 ４５ 周 年 記 念 式 典

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

休会（例会場移転のため）

第２５７０地区大会振替休日

［ 雑  誌 ］

神田（敬）君
小久保君

［米山奨学］

川 口 君
森 君

卓 話 「 写 真（仮題）」

卓 話 「 外国人留学生  　　　　
　日本語コンテスト入選者スピーチ」

大野広幸様
（社）日本写真家協会会員
（社）日本写真協会会員

平成２２年４月のプログラム
（月間テーマ   ロータリー雑誌月間）



・点　鐘　木川会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　齋藤職業奉仕委員�

・ビジター（日高）小坂雅彦様�

　　　　　（元米山奨学生）李讃雨君

・イニシエーション・スピーチ�

　　　　　塩野 裕会員　大崎光二会員

【会長報告】

　雛祭りで商店街の雛壇も綺麗に飾られ、年

に一度の心和む風景。３月は「別れの月」と

も言いますが、この会場ともお別れと思うと

寂しい限りでございます。日本経済が一日も

早く立ち直って欲しいと切に願う次第です。

　ＲＣでは「識字率向上月間」。識字率向上は

１９８６年以来ＲＩの強調事項で、地域社会で

読み書きを向上させるプロジェクトを支援し

ています。地域の識字率水準は生活水準に直

結するとの観点から、月間中、読み書き計算の

出来ない人達を援助するため「ロータリー地

域社会共同体」「ロータリーアクトクラブ」「イ

ンターアクトクラブ」「世界社会奉仕」「ロー

タリーボランティア」等の既存プログラムを

通し、識字率向上に取り組みます。今回、ＲＩ

は世界的な識字率推進団体「国際読書協会」と

協力、世界奉仕プロジェクトを開発中です。

ユネスコによると、世界で９億人以上の人が

読み書き出来ません。その３分の２は女性。

成人、子ども向けに読書プログラムを企画す

ることや学校に本を寄贈すること、そして地

元の図書館を援助することが要請されている

とのことです。

　４５周年式典も３／１７に本番を迎えます。

森会員、橋本会員、細田（吉）会員にはお手数を

おかけしますが、皆様のご協力をお願いする

のみです。

　２／２８東松山・紫雲閣での第２回米山奨学

部門セミナーに参加。西川ガバナーエレクト

が研修に参加されたサンディエゴは太平洋艦

隊の寄港地でもあり、空母ミッドウェーがあ

ったそうです。以下、金子パストガバナーの

お話を報告します。１９５２年、東京ＲＣでの

米山の会合では、当時の金額で２７０万円が

集まり、１９５４年の第１回の奨学生募集では

国王推薦のタイ人学生もいました。今回、地

区で選考した４２名は皆、優秀だが、５名程の

欠席者の何人かは連絡も無く、がっかりした

部分もあったとのこと。１９５９年、世話クラ

ブ。１９７１年、カウンセラー制度が施行。現

在８００人の奨学生が日本におり、この数は

何としても保ちたいとのことです。金額にし

て１４億５０００万円。ＲＣの会員数が減り、

積立金を取り崩さざるを得ない状況だそうで

す。

【幹事報告】

・プリンスでの最後の役員会開催。

・４月のプログラム承認。�

・地区大会は登録料無料。４／１８飯能駅南口

　８：３０観光バス発。本庄市民文化会館。点

　鐘１０時。制服着用。�

・国際大会参加希望の方は私までお願いしま

　す。�

・次年度地区役員のお願いが西川Ｇエレクト

　より来ています。木川会長がＧＳＥ委員と

　なられます。�

・李讃雨君は４５周年式典にお見えになる東

　清州ＲＣメンバーのため、通訳をされます。

�◎例会変更のお知らせ�

◇入間南ＲＣ�

・３／１３（土）　加治丘陵クリーンアップ作戦

　　　　　農村環境改善センター  点鐘１３時�

・３／１６（火）　例会取止（定款５―１―３）�

・３／３０（火）　花見家族例会

　　　　　飯能「清河園」 点鐘１９時�

・４／２０（火）　地区大会に振替�

・４／２７（火）　入間ＲＣ合同例会　丸広７Ｆ

　　　　　さくら草ホール　点鐘１８：３０�

◎神田康夫会員「ベネファクター」�

　記念品授与式：木川会長より授与（拍手）

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　  　　萩野（暁）君

　ＲＣ年度は７月から６月で、呉継斌君は４

月から３月。そこには３か月のズレがあり、

カウンセラーは２年度に亘るもの、４月から

始まってしまうというわけです。

　米山の起源は、日本が戦争中、特に東南ア

ジア各国に非常に被害を与えたことに対し、

主に東南アジアの優秀な学生に奨学金を与え

ようという、東京ＲＣ米山梅吉翁の趣旨によ

っています。米山は日本だけのもので、Ｒ財

団とは全く違います。皆様の会費から１万５

千円を頂いていますが、それだけでは運営出

来ません。大学生には月１４万円の奨学金を、

月１回の例会出席の義務のみで、返済の必要

なしで差し上げているわけです。ノルウェー

で電気自動車の研究発表を行った呉継斌君は

めでたくいすゞ自動車に就職内定しました。

特別寄付は１０万円。控除もあります。是非

ご協力をお願いしたいと思います。

◎新世代委員会　　　　　　　　  吉田（武）君

　２／２４飯能市の中学生社会体験チャレンジ

事業の第２回推進委員会に出席。当クラブの

数事業所が受け入れ先になっており、多分な

感謝の言葉がありました。本年度も多くの事

業所に受け入れをお願いしたいとのことです。

◎４５周年記念式典実行委員会　　　　  森君

　３／１７が近づいて参りました。当日は制服

着用、ご夫人は自由。合唱の際の歌詞は印刷

してお渡しします。お気づきの点がありまし

たら忌憚ないご意見をお聞かせ下さい。よろ

しくご協力をお願い致します。

◎半田会長エレクトより報告�

　３／２７ＰＥＴＳに出席。次期ガバナーは西

川武重郎様（志木）、Ｇ補佐は磯田様（新所沢）。

ＲＩテーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」、地区

テーマ「利他の心で行動しよう」。Ｇ公式訪問

は８／２５、補佐訪問は８／１８。クラブ研修リー

ダーをつくり、それにはＲ情報委員長がなる

こと、リーダーは年２回集まって地区研修を

すること等、言われました。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

２／２０（ガバナー）大木君

２／２８（ガバナー）木川君、萩野（暁）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・李さん、４０周年ではお世話になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・今日一日よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　（日高）小坂雅彦様�

・小坂さん、ようこそ。　　和泉君、吉澤君�

・結婚記念祝、有難うございます。　加藤君�

・早退。　　　　　　  土屋（良）君、小久保君�

本日計１１，０００円、累計額８８１，１２３円。

◎１０日例会当番は和泉会員、市川（昭）会員です。

�

【イニシエーション・スピーチ】

講師紹介　　　　　　大木プログラム委員長

塩野  裕会員（Ｈ２１．６入会）

　今回、大木プログラム

委員長様よりスピーチを

せよとご指示賜り、「イニ

シエーション・スピーチ」

について調べてみました。

「イニシエーションとは、

入社または加入礼とも呼

ばれる、通過儀礼のひと

つである。外部の人間が新たに加入する時、

しばしば苦痛を伴う儀式の洗礼を受けなけれ

ばならない」。イニシエ－ション・スピーチが

なぜ必要か考えてみましたが、それは、ロー

タリークラブにおいては自身を知って頂くこ

とと理解致しましたので、お聞き苦しいと思

いますがしばらくの間、お付き合い頂ければ

幸いであります。

　私はＳ２２年１０月２６日、旧名栗村下名栗、

皆様ご存知の「さわらびの湯」がある地に、三

人兄弟の末っ子として生まれました。我々は

「団塊の世代」と呼ばれる年代で、小学校は当

時３校あり、中学校同窓生も１００人を数え

ておりました。その後、飯能高校、東洋大学

に進みました。

　育ててくれた親に感謝もしますが、家業の

農林業、とりわけ木材が現在よりもてはやさ

れておりましたので、良き時代に生まれて良

かったと感謝しております。再び西川材がも

っと重用されるよう思う一人であります。　

　現在、勤務しております社会福祉法人名栗

園には、会社勤務１年後のＳ４６年５月より

お世話になっており、本年で３９年になりま

す。当時は福祉とは何かも分からず奉職しま

した。学生時代の経験では、所属していた体

育会自動車部が加盟していた連盟の事業で、

各部が車を提供して、都内在宅の障害児とそ

のご家族と共に深大寺植物園ヘ、ドライブを

兼ねたレクリエーションに出かけるというボ

ランティアにお供したことぐらいでした。そ

のときは「この様な方もいるのだ」と思う程

度でしたが、今でも記憶に残っております。

　小生が奉職した時代、特別養護老人ホーム

は県内４か所、老人福祉施設も２５施設を数

える程度でしたが、今や高齢者の福祉施設は

その数４４０を超えております。また、当時「老

人ホーム」は親不孝を助長する施設とも言われ、

マスコミも「養老院」と言っていた時代でした。

若い職員はほとんどおらず、２０代はごく少数。

右も左も分からず業務に入りました。

　初めての出勤時、「何を持って行けばいいん

ですか」の問いに、「海水パンツを持参せよ」と

のことでした。待っていたのは、週数回の、

寝たきりの方の入浴介助。以後、８年間させ

て頂きましたが、その貴重な経験は今でも忘

れることなく、また、今の業務にも役に立っ

ております。

　この間、昭和４８年は「福祉元年」と呼ばれ、

老人医療無料化制度が始まり、特別養護老人

ホームも閑古鳥が鳴く時期もありました。そ

れは、施設への入居はまだ公の措置であり、

福祉事務所のケースワーカーがその人の実態

調査をして既往歴やら何かと煩わしい事もあ

り、医療券１枚で入院できる制度になったか

らとも当時言われておりました。その背景に

は、老人ホームに預けると世間体が悪いと思

う方も多くいたように思います。

　昭和４９年にはオイルショックで石油や色々

な物が高騰し、苦労した時期もありました。

また、現在もそうですが「３Ｋ」等と言われ、

人材も思うように採用できなかった時期でも

ありました。

　そんな時代を経験し、昭和５４年、現在勤務

しております軽費老人ホーム・シルバーハウ

ス希望の園へ移動となり、現在に至っており

ます。

　軽費老人ホームは６０歳以上の方で身の回

りのことが出来る自立の施設。個室で、三食

昼寝付きです。８年間お世話になった特別養

護老人ホームとは違い、元気な方が利用する

施設ですので、この３１年間、人生の約半分を、

利用者の方と喜怒哀楽を共にして参りました

が、多くの経験と勉強をさせて頂きました。

　利用者の方の家族に訳あって、お孫さんを

お預かりし、施設から市内中学校に２年間通

学させた事もありました。この件についても

埼玉県関係課はじめ飯能市教育委員会、学校

関係者の皆さんにも大変なご尽力を賜りまし

た。福祉「しあわせ」の仕事はご当人だけで

はなく、その関係者の福祉でもあると確信し

感謝しております。

　また、ごく少数ですが、利用者の方、ご親

族との関わりの中、警察をはじめ署（所）と付

く関係機関に足を運びましたことが、つい昨

日のことのように思い出されます。

　私が３１歳の時に現在のシルバーハウス希

望の園に移動した当初は、大変なことにも多

く遭遇致しましたが、地域の方々はじめ多く

の方々に深いご理解の下、施設の運営にご協

力を賜りました。

　昨今は生活する方々の育った時代背景も違

ってきており、以前と比べると随分様変わり

してきたというのが実感です。介護保険制度

施行以来１０年、高齢者、また、ご家族のニ

ーズも環境も様変わりして参り、以前と比べ

ると、はっきりと自己を主張し、権利意識を

もった利用者の方々が増えていることは、従

来の「官」に依存していた福祉とは違い、大

変良い制度と思います。その一方、近年高齢

者への虐待が多くなっていることは心配する

ひとつであります。

「衣食足りて礼節を知る」という言葉があり

ます。何不自由なくなった現代社会。この言

葉の重みを自分自身もかみ締め、また、そう

思う人が多くなることを望みます。

　この様に思う現在を、「ロータリーの精紳」、

木川会長の「恕」の精紳、そして社会福祉法人

名栗園・創始者石井岱三会長の理念でありま

す「人を人として介護する」を実践し、今後も

微力ながら社会に貢献して参りたいと思いま

す。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお

願い致します。

　ご清聴有難うございました。

大崎光二会員（Ｈ２１．８入会）

　一番新米の大崎です。

Ｓ２９年、茨城県潮来市

生まれ、５５才。千葉の佐

原市と県境。「水郷」とは

実際には佐原市のことで、

千葉の利根川、横利根川、

常陸利根川、与田浦に囲

まれた地域のことです。

ただ、この地に観光に行くには対岸の潮来か

ら船で、というので、潮来が有名になってい

るわけです。

　私が生まれたのは合併前の牛堀町（うしぼり

まち）。北斎の「富嶽三十六景」に「常州牛堀」

という絵がございます。町に高校は無く、牛

堀中学校ただ１つ。１年は卓球部に入りまし

たが、町長が町の行事のため町にブラスバン

ド部をどうしても作って欲しいとのことで、

音楽の先生に言われてブラスバンド部に移り

ました。トランペットを少しやっております。

高校は越境して、佐原高等学校に入りました。

伊能忠敬の出身地、巨人軍の城之内投手の出

身校ということで、グラブ等が置いてありま

した。中３でアマチュア無線の資格を取って

いたので、部活は「ラジオクラブ」でアマチ

ュア無線をやりました。

　現在、趣味を聞かれると３つのことから言

うようにしていますが、「ゴルフ」は必ず言い

ます。２０代に始め、４０代で再開、すぐに

１００、９０を切りましたが、８０を目前に背中

の筋を痛め、無理してやっていたらボールも

当らなくなりました。そして１００を超え、

１１０を超えということになってしまいまし

たが、最近やっと１００前後に戻りました。

８０を切るのは６０代の楽しみに取っておき

たいと思っております。

　次に「山登り」。今から７、８年前、深田久

弥の百名山登山にチャレンジしている知り合

いの弁護士さんが九十九山登って次が百山目

という時に、たまたま仲間の方とお酒を飲む

機会が東京でありました。茨城生まれの私が

登った山は、中学の時の筑波山ただ１つだっ

たのですが、酔った勢いで百山目の登山に参

加することになってしまったのです。さすが

に心配した弁護士さんが、トレーニングとい

うことで、箱根の明神、明星ヶ岳に１回だけ行

き、そして本番の、山形の朝日岳（１８７０ｍ）に

向かいました。大変奥深い山で、朝４時前に

登り始め、着いたのが１１時頃。片道７時間

をひたすら登って下りて、こんなキツイのは

生まれて初めてだったという位でしたが、山

頂で飲んだシャンパンが大変美味しく、また、

その達成感にハマりまして、それがきっかけ

で山登りを始めました。ただし、キツイのは

嫌だということで、弁護士さんにお願いして、

百名山のうち比較的楽な５０の山を選んで頂き、

「新・日本五十名山」と勝手に呼んで、徳島の

公認会計士の先生と毎年一緒に、幾つかずつ

予定を合わせて、現地集合・現地解散で登っ

ております。昨年までに２８。今年６月に山

形の月山、８月に富山の立山を予定していま

す。弁護士さんはその後、「日本二百名山」に

チャレンジ、昨年１０月に二百名山目を達成

されたと聞いております。

　もう１つ「歴史」が好きで、１０年位前にＨＰ

「古代史．ｃｏｍ」を作りました。今年、一念発

起して２／２２に全面リニューアル・オープン

しましたので、興味のある方は検索して頂け

れば有難いと思います。目玉はＳＮＳ的なも

のを取り入れたことで、相互の意見交換、日

記の書き込み、写真添付が出来る「ミクシィ

古代史版」です。

　一期一会と言いますが、人との出会いは何

かのご縁があってのこと。このようなところ

で話をさせて頂けていることに感謝しており

ます。これからもどんなことでも前向きにチ

ャレンジしていきたいと思いますので、よろ

しくお願い致します。

晴

当 番 石井君、市川（洋）君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

識 字 率 向 上 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

加 藤 玄 静 会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

第２３７８例会
３月１７日（３、水）
当番　加藤君、神田（康）君

 ４５ 周 年 記 念 式 典

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

休会（例会場移転のため）

第２５７０地区大会振替休日

［ 雑  誌 ］

神田（敬）君
小久保君

［米山奨学］

川 口 君
森 君

卓 話 「 写 真（仮題）」

卓 話 「 外国人留学生  　　　　
　日本語コンテスト入選者スピーチ」

大野広幸様
（社）日本写真家協会会員
（社）日本写真協会会員

平成２２年４月のプログラム
（月間テーマ   ロータリー雑誌月間）



・点　鐘　木川会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　齋藤職業奉仕委員�

・ビジター（日高）小坂雅彦様�

　　　　　（元米山奨学生）李讃雨君

・イニシエーション・スピーチ�

　　　　　塩野 裕会員　大崎光二会員

【会長報告】

　雛祭りで商店街の雛壇も綺麗に飾られ、年

に一度の心和む風景。３月は「別れの月」と

も言いますが、この会場ともお別れと思うと

寂しい限りでございます。日本経済が一日も

早く立ち直って欲しいと切に願う次第です。

　ＲＣでは「識字率向上月間」。識字率向上は

１９８６年以来ＲＩの強調事項で、地域社会で

読み書きを向上させるプロジェクトを支援し

ています。地域の識字率水準は生活水準に直

結するとの観点から、月間中、読み書き計算の

出来ない人達を援助するため「ロータリー地

域社会共同体」「ロータリーアクトクラブ」「イ

ンターアクトクラブ」「世界社会奉仕」「ロー

タリーボランティア」等の既存プログラムを

通し、識字率向上に取り組みます。今回、ＲＩ

は世界的な識字率推進団体「国際読書協会」と

協力、世界奉仕プロジェクトを開発中です。

ユネスコによると、世界で９億人以上の人が

読み書き出来ません。その３分の２は女性。

成人、子ども向けに読書プログラムを企画す

ることや学校に本を寄贈すること、そして地

元の図書館を援助することが要請されている

とのことです。

　４５周年式典も３／１７に本番を迎えます。

森会員、橋本会員、細田（吉）会員にはお手数を

おかけしますが、皆様のご協力をお願いする

のみです。

　２／２８東松山・紫雲閣での第２回米山奨学

部門セミナーに参加。西川ガバナーエレクト

が研修に参加されたサンディエゴは太平洋艦

隊の寄港地でもあり、空母ミッドウェーがあ

ったそうです。以下、金子パストガバナーの

お話を報告します。１９５２年、東京ＲＣでの

米山の会合では、当時の金額で２７０万円が

集まり、１９５４年の第１回の奨学生募集では

国王推薦のタイ人学生もいました。今回、地

区で選考した４２名は皆、優秀だが、５名程の

欠席者の何人かは連絡も無く、がっかりした

部分もあったとのこと。１９５９年、世話クラ

ブ。１９７１年、カウンセラー制度が施行。現

在８００人の奨学生が日本におり、この数は

何としても保ちたいとのことです。金額にし

て１４億５０００万円。ＲＣの会員数が減り、

積立金を取り崩さざるを得ない状況だそうで

す。

【幹事報告】

・プリンスでの最後の役員会開催。

・４月のプログラム承認。�

・地区大会は登録料無料。４／１８飯能駅南口

　８：３０観光バス発。本庄市民文化会館。点

　鐘１０時。制服着用。�

・国際大会参加希望の方は私までお願いしま

　す。�

・次年度地区役員のお願いが西川Ｇエレクト

　より来ています。木川会長がＧＳＥ委員と

　なられます。�

・李讃雨君は４５周年式典にお見えになる東

　清州ＲＣメンバーのため、通訳をされます。

�◎例会変更のお知らせ�

◇入間南ＲＣ�

・３／１３（土）　加治丘陵クリーンアップ作戦

　　　　　農村環境改善センター  点鐘１３時�

・３／１６（火）　例会取止（定款５―１―３）�

・３／３０（火）　花見家族例会

　　　　　飯能「清河園」 点鐘１９時�

・４／２０（火）　地区大会に振替�

・４／２７（火）　入間ＲＣ合同例会　丸広７Ｆ

　　　　　さくら草ホール　点鐘１８：３０�

◎神田康夫会員「ベネファクター」�

　記念品授与式：木川会長より授与（拍手）

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　  　　萩野（暁）君

　ＲＣ年度は７月から６月で、呉継斌君は４

月から３月。そこには３か月のズレがあり、

カウンセラーは２年度に亘るもの、４月から

始まってしまうというわけです。

　米山の起源は、日本が戦争中、特に東南ア

ジア各国に非常に被害を与えたことに対し、

主に東南アジアの優秀な学生に奨学金を与え

ようという、東京ＲＣ米山梅吉翁の趣旨によ

っています。米山は日本だけのもので、Ｒ財

団とは全く違います。皆様の会費から１万５

千円を頂いていますが、それだけでは運営出

来ません。大学生には月１４万円の奨学金を、

月１回の例会出席の義務のみで、返済の必要

なしで差し上げているわけです。ノルウェー

で電気自動車の研究発表を行った呉継斌君は

めでたくいすゞ自動車に就職内定しました。

特別寄付は１０万円。控除もあります。是非

ご協力をお願いしたいと思います。

◎新世代委員会　　　　　　　　  吉田（武）君

　２／２４飯能市の中学生社会体験チャレンジ

事業の第２回推進委員会に出席。当クラブの

数事業所が受け入れ先になっており、多分な

感謝の言葉がありました。本年度も多くの事

業所に受け入れをお願いしたいとのことです。

◎４５周年記念式典実行委員会　　　　  森君

　３／１７が近づいて参りました。当日は制服

着用、ご夫人は自由。合唱の際の歌詞は印刷

してお渡しします。お気づきの点がありまし

たら忌憚ないご意見をお聞かせ下さい。よろ

しくご協力をお願い致します。

◎半田会長エレクトより報告�

　３／２７ＰＥＴＳに出席。次期ガバナーは西

川武重郎様（志木）、Ｇ補佐は磯田様（新所沢）。

ＲＩテーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」、地区

テーマ「利他の心で行動しよう」。Ｇ公式訪問

は８／２５、補佐訪問は８／１８。クラブ研修リー

ダーをつくり、それにはＲ情報委員長がなる

こと、リーダーは年２回集まって地区研修を

すること等、言われました。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

２／２０（ガバナー）大木君

２／２８（ガバナー）木川君、萩野（暁）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・李さん、４０周年ではお世話になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・今日一日よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　（日高）小坂雅彦様�

・小坂さん、ようこそ。　　和泉君、吉澤君�

・結婚記念祝、有難うございます。　加藤君�

・早退。　　　　　　  土屋（良）君、小久保君�

本日計１１，０００円、累計額８８１，１２３円。

◎１０日例会当番は和泉会員、市川（昭）会員です。

�

【イニシエーション・スピーチ】

講師紹介　　　　　　大木プログラム委員長

塩野  裕会員（Ｈ２１．６入会）

　今回、大木プログラム

委員長様よりスピーチを

せよとご指示賜り、「イニ

シエーション・スピーチ」

について調べてみました。

「イニシエーションとは、

入社または加入礼とも呼

ばれる、通過儀礼のひと

つである。外部の人間が新たに加入する時、

しばしば苦痛を伴う儀式の洗礼を受けなけれ

ばならない」。イニシエ－ション・スピーチが

なぜ必要か考えてみましたが、それは、ロー

タリークラブにおいては自身を知って頂くこ

とと理解致しましたので、お聞き苦しいと思

いますがしばらくの間、お付き合い頂ければ

幸いであります。

　私はＳ２２年１０月２６日、旧名栗村下名栗、

皆様ご存知の「さわらびの湯」がある地に、三

人兄弟の末っ子として生まれました。我々は

「団塊の世代」と呼ばれる年代で、小学校は当

時３校あり、中学校同窓生も１００人を数え

ておりました。その後、飯能高校、東洋大学

に進みました。

　育ててくれた親に感謝もしますが、家業の

農林業、とりわけ木材が現在よりもてはやさ

れておりましたので、良き時代に生まれて良

かったと感謝しております。再び西川材がも

っと重用されるよう思う一人であります。　

　現在、勤務しております社会福祉法人名栗

園には、会社勤務１年後のＳ４６年５月より

お世話になっており、本年で３９年になりま

す。当時は福祉とは何かも分からず奉職しま

した。学生時代の経験では、所属していた体

育会自動車部が加盟していた連盟の事業で、

各部が車を提供して、都内在宅の障害児とそ

のご家族と共に深大寺植物園ヘ、ドライブを

兼ねたレクリエーションに出かけるというボ

ランティアにお供したことぐらいでした。そ

のときは「この様な方もいるのだ」と思う程

度でしたが、今でも記憶に残っております。

　小生が奉職した時代、特別養護老人ホーム

は県内４か所、老人福祉施設も２５施設を数

える程度でしたが、今や高齢者の福祉施設は

その数４４０を超えております。また、当時「老

人ホーム」は親不孝を助長する施設とも言われ、

マスコミも「養老院」と言っていた時代でした。

若い職員はほとんどおらず、２０代はごく少数。

右も左も分からず業務に入りました。

　初めての出勤時、「何を持って行けばいいん

ですか」の問いに、「海水パンツを持参せよ」と

のことでした。待っていたのは、週数回の、

寝たきりの方の入浴介助。以後、８年間させ

て頂きましたが、その貴重な経験は今でも忘

れることなく、また、今の業務にも役に立っ

ております。

　この間、昭和４８年は「福祉元年」と呼ばれ、

老人医療無料化制度が始まり、特別養護老人

ホームも閑古鳥が鳴く時期もありました。そ

れは、施設への入居はまだ公の措置であり、

福祉事務所のケースワーカーがその人の実態

調査をして既往歴やら何かと煩わしい事もあ

り、医療券１枚で入院できる制度になったか

らとも当時言われておりました。その背景に

は、老人ホームに預けると世間体が悪いと思

う方も多くいたように思います。

　昭和４９年にはオイルショックで石油や色々

な物が高騰し、苦労した時期もありました。

また、現在もそうですが「３Ｋ」等と言われ、

人材も思うように採用できなかった時期でも

ありました。

　そんな時代を経験し、昭和５４年、現在勤務

しております軽費老人ホーム・シルバーハウ

ス希望の園へ移動となり、現在に至っており

ます。

　軽費老人ホームは６０歳以上の方で身の回

りのことが出来る自立の施設。個室で、三食

昼寝付きです。８年間お世話になった特別養

護老人ホームとは違い、元気な方が利用する

施設ですので、この３１年間、人生の約半分を、

利用者の方と喜怒哀楽を共にして参りました

が、多くの経験と勉強をさせて頂きました。

　利用者の方の家族に訳あって、お孫さんを

お預かりし、施設から市内中学校に２年間通

学させた事もありました。この件についても

埼玉県関係課はじめ飯能市教育委員会、学校

関係者の皆さんにも大変なご尽力を賜りまし

た。福祉「しあわせ」の仕事はご当人だけで

はなく、その関係者の福祉でもあると確信し

感謝しております。

　また、ごく少数ですが、利用者の方、ご親

族との関わりの中、警察をはじめ署（所）と付

く関係機関に足を運びましたことが、つい昨

日のことのように思い出されます。

　私が３１歳の時に現在のシルバーハウス希

望の園に移動した当初は、大変なことにも多

く遭遇致しましたが、地域の方々はじめ多く

の方々に深いご理解の下、施設の運営にご協

力を賜りました。

　昨今は生活する方々の育った時代背景も違

ってきており、以前と比べると随分様変わり

してきたというのが実感です。介護保険制度

施行以来１０年、高齢者、また、ご家族のニ

ーズも環境も様変わりして参り、以前と比べ

ると、はっきりと自己を主張し、権利意識を

もった利用者の方々が増えていることは、従

来の「官」に依存していた福祉とは違い、大

変良い制度と思います。その一方、近年高齢

者への虐待が多くなっていることは心配する

ひとつであります。

「衣食足りて礼節を知る」という言葉があり

ます。何不自由なくなった現代社会。この言

葉の重みを自分自身もかみ締め、また、そう

思う人が多くなることを望みます。

　この様に思う現在を、「ロータリーの精紳」、

木川会長の「恕」の精紳、そして社会福祉法人

名栗園・創始者石井岱三会長の理念でありま

す「人を人として介護する」を実践し、今後も

微力ながら社会に貢献して参りたいと思いま

す。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお

願い致します。

　ご清聴有難うございました。

大崎光二会員（Ｈ２１．８入会）

　一番新米の大崎です。

Ｓ２９年、茨城県潮来市

生まれ、５５才。千葉の佐

原市と県境。「水郷」とは

実際には佐原市のことで、

千葉の利根川、横利根川、

常陸利根川、与田浦に囲

まれた地域のことです。

ただ、この地に観光に行くには対岸の潮来か

ら船で、というので、潮来が有名になってい

るわけです。

　私が生まれたのは合併前の牛堀町（うしぼり

まち）。北斎の「富嶽三十六景」に「常州牛堀」

という絵がございます。町に高校は無く、牛

堀中学校ただ１つ。１年は卓球部に入りまし

たが、町長が町の行事のため町にブラスバン

ド部をどうしても作って欲しいとのことで、

音楽の先生に言われてブラスバンド部に移り

ました。トランペットを少しやっております。

高校は越境して、佐原高等学校に入りました。

伊能忠敬の出身地、巨人軍の城之内投手の出

身校ということで、グラブ等が置いてありま

した。中３でアマチュア無線の資格を取って

いたので、部活は「ラジオクラブ」でアマチ

ュア無線をやりました。

　現在、趣味を聞かれると３つのことから言

うようにしていますが、「ゴルフ」は必ず言い

ます。２０代に始め、４０代で再開、すぐに

１００、９０を切りましたが、８０を目前に背中

の筋を痛め、無理してやっていたらボールも

当らなくなりました。そして１００を超え、

１１０を超えということになってしまいまし

たが、最近やっと１００前後に戻りました。

８０を切るのは６０代の楽しみに取っておき

たいと思っております。

　次に「山登り」。今から７、８年前、深田久

弥の百名山登山にチャレンジしている知り合

いの弁護士さんが九十九山登って次が百山目

という時に、たまたま仲間の方とお酒を飲む

機会が東京でありました。茨城生まれの私が

登った山は、中学の時の筑波山ただ１つだっ

たのですが、酔った勢いで百山目の登山に参

加することになってしまったのです。さすが

に心配した弁護士さんが、トレーニングとい

うことで、箱根の明神、明星ヶ岳に１回だけ行

き、そして本番の、山形の朝日岳（１８７０ｍ）に

向かいました。大変奥深い山で、朝４時前に

登り始め、着いたのが１１時頃。片道７時間

をひたすら登って下りて、こんなキツイのは

生まれて初めてだったという位でしたが、山

頂で飲んだシャンパンが大変美味しく、また、

その達成感にハマりまして、それがきっかけ

で山登りを始めました。ただし、キツイのは

嫌だということで、弁護士さんにお願いして、

百名山のうち比較的楽な５０の山を選んで頂き、

「新・日本五十名山」と勝手に呼んで、徳島の

公認会計士の先生と毎年一緒に、幾つかずつ

予定を合わせて、現地集合・現地解散で登っ

ております。昨年までに２８。今年６月に山

形の月山、８月に富山の立山を予定していま

す。弁護士さんはその後、「日本二百名山」に

チャレンジ、昨年１０月に二百名山目を達成

されたと聞いております。

　もう１つ「歴史」が好きで、１０年位前にＨＰ

「古代史．ｃｏｍ」を作りました。今年、一念発

起して２／２２に全面リニューアル・オープン

しましたので、興味のある方は検索して頂け

れば有難いと思います。目玉はＳＮＳ的なも

のを取り入れたことで、相互の意見交換、日

記の書き込み、写真添付が出来る「ミクシィ

古代史版」です。

　一期一会と言いますが、人との出会いは何

かのご縁があってのこと。このようなところ

で話をさせて頂けていることに感謝しており

ます。これからもどんなことでも前向きにチ

ャレンジしていきたいと思いますので、よろ

しくお願い致します。

晴

当 番 石井君、市川（洋）君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

識 字 率 向 上 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

加 藤 玄 静 会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

第２３７８例会
３月１７日（３、水）
当番　加藤君、神田（康）君

 ４５ 周 年 記 念 式 典

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

休会（例会場移転のため）

第２５７０地区大会振替休日

［ 雑  誌 ］

神田（敬）君
小久保君

［米山奨学］

川 口 君
森 君

卓 話 「 写 真（仮題）」

卓 話 「 外国人留学生  　　　　
　日本語コンテスト入選者スピーチ」

大野広幸様
（社）日本写真家協会会員
（社）日本写真協会会員

平成２２年４月のプログラム
（月間テーマ   ロータリー雑誌月間）


