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当 番 市川（昭）君、加藤君

・点 鐘 安藤会長
・ソング 手に手つないで
・米山記念奨学生 リュウ・ユウヒさん
・卓 話 西川武重郎様
【会長報告】
２／２４（日）東松山・紫雲閣で地区米山記念奨学
生の修了式が行われ、市川
（洋）委員長とお祝いに
出席させて頂きました。
「３月１１日」からまもなく丸２年の今日、こうして
西川ＰＧにお出で頂きました。震災遺児に対する
活動をされています。飯能も半田、
吉島会長年度、
さまざまな活動に取り組みました。本日お話を賜
るなかで３．
１１の重さをかみ締め、今、何が出来る
かを考える例会に出来ればと思います。
◎リュウさんへ奨学金贈呈
【幹事報告】
・３月ロータリーレート１＄＝９２円
・週報：所沢中央より
・３／６第１０回役員会１１時半より
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
（火） ３／９ ＩＭに振替
・３／１２
（火） 通常例会（前回と変更）
・３／２６
（火） 移動例会 長久寺
・４／９
（火） ４／２０・２１ 地区大会に振替
・４／２３
（火） 休会（定款第６条）
・４／３０
【委員会報告】
◎米山記念奨学委員会
市川
（洋）
君
２４
（日）
「修了式ならびに歓送会」
。修了にはカウ
ンセラーとしての報告が必要で、ご報告申し上げ

ました。
「結構」
との事で理事長よりの
「感謝状」
を頂
戴。リュウさんも一生懸命やったという事で「修
了証書」を頂きました。３月の夜間例会への出席
が最終になります。実質的に地区としては終了、
責任を果たせたという事でご報告申し上げます。
◎リュウさん挨拶：この１年に得たものは一生の
宝物になると思います。カウンセラーはもちろん
会長、前会長、皆様、本当にお世話になりました。
◎ロータリー情報委員会
木川君
２月第１例会で依頼した
「クラブ評価表」
は１１
名の提出。本日締切りですが、少ないので来週ま
で締切りを延長。ご協力頂きたい。
【出席報告】無断欠席なし

川口出席委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
２／１２（日高）中里（忠）君
（洋）
君
２／２４（地区）安藤君、市川
２／２６（日高）山岸君、田辺君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・西川パストガバナーようこそ。
本日は卓話よろし
くお願い致します。 中里
（昌）
君、半田君、吉島君
高橋君、土屋
（良）
君、安藤君、吉田
（武）
君
山川君、島田君、小川君
・早退
柏木君、吉澤君
本日計１２，
０００円、累計額８６０，
６２１円。
◎６日例会当番は神田（康）、木川会員です。

【卓
話】
講師紹介
高橋プログラム委員長
地区ＰＧ、研修リーダーとしてご活躍。
「希望の
風」では会計監査の重責を務めておられます。

ロータリー希望の風奨学金
第２５７０地区パストガバナー

西川武重郎様
こん まなみ

この話をさせて頂く時には、昆愛海ちゃんの絵を連
れて参ります。愛海ちゃんはお父さん、お母さん、妹さ
んと一緒に津波に流され、服が何かに引っ掛かり彼
「ままへ」
。
女だけが助かった。
３／３１読売１面に載った
これを見て私は、何としてもこういう子ども達の義援
金を立ち上げたいという強い思いを抱いたわけです。
同期のガバナーが震災後、東京に集まり「まず義援
金を」という事で約１０億円集まった。どう使うかで意
見が分かれたが、
福島のガバナーの
「被災遺児のため
“コメ百俵”
」
という事でまとまる。しかし各地区、帰って
からいろんな意見が出て結局オールジャパンで何か
をする事が出来なくなった。義援金は地区の事情で使
うという事で地区に返金。その中で１０名のガバナー
が「やはり我々は被災遺児のために使いたい」と強く
思った。その１人が私だったのです。
読売の川越支局長・竹田氏に話をしたら、昨年６月
埼玉版「日時計」に記事が掲載：志木ロータリークラ
（７０）
は、東日本大震災直後の昨年
ブの西川武重郎さん
３月３１日、読売新聞に掲載された写真に目を奪われ
た。…突然いなくなった母への思いをつづったノート
に顔をのせて眠るあどけない表情に「涙が止まらな
かった」
。親を失った子供たちはこれからどう生きて
いくのか…西川さんら１０地区のガバナーが呼びかけ、
約４億５０００万円を基金に創設したのが「ロータリー
希望の風奨学金」
だ。大学
（短大も含む）
や専門学校に
通う震災遺児たちに、
月５万円を給付し、
卒業まで学業
を維持できるよう支援する。返還は不要。３月現在で
３７人が受給している。…西川さんの手帳には皇后さ
まが、愛海ちゃんの写真を見て詠まれた歌が大切に
挟まれている。
ふみ うなかぶ
「生きてるといいねママお元気ですか」
文に項傾
し幼な児眠る
竹田支局長に御礼の電話をさせて頂いた時に、彼
から心温まる手紙と共にこの
「絵」
が届けられたのです。
：川越市の画家・広瀬保彦さんは現在７８歳で、半世
紀以上、映画の看板を描き続けていた方…古里に向
かって祈りを捧げる、福島県双葉町の親子の絵を描
き、読売新聞でも取り上げさせて頂いた方です。
この絵と一緒に地区セミナー等でお話させて頂い
ております。１１年１１月１日から運動を始め、現在累計
５億１８５３万１
７９４円が全国から集まっており、地区で
は１
７６５万１９２０円から始め、現在２２５６万６１３８円。
１年強で３６０万４２１８円の協力を頂いております。
志木では３．
１１前後の例会を「ロータリー希望の風
奨学金例会」とし、
「スマイル」と一緒に義援金のお願
いをしています。
「ままぺ」をそのまま使った、金額、
名前、メッセージを書く紙を作りました。愛海ちゃんが
大学を卒業するまであと２０年。私は９０。しかし、途
中で止めるわけにいきません。
皆さんにご協力を頂く意味で、奨学生達に感想等
話してもらおうという意見が出てアンケートを全奨学
生に出してもらったのですが、
「まだ自分は人の前で
心境を話すゆとりがない」
という意見が圧倒的でした。

人のために奉仕をする、汗を流す事が、豊かな人生
を送れる唯一の方法だとロータリーで学ばせて頂きま
した。自分さえ良ければいいという自己中心的な考え
方もありますけれども、こういう考え方で本当の豊か
さというものをつかんだ人はいないのではないかと私
は思うのです。人としての本当の豊かさをつかむには
自己中心的な考え方の対極にある「利他の心」で行動
する事だと私は思っております。
「利他の心で行動し
よう」は私の年度のテーマ。前年の加藤Ｇ「今を大事
に」利他の心で行動すれば「いい風ふくよ」となるの
ではないでしょうか。我々が次の代に残すべき本当の
富とは何か。陰徳でも陽徳でもいいですが、徳を残し
ていく事がロータリアンとして一番大事ではないか。そ
ういう意味で情熱をもって取り組んでおります。
私は地区大会を中止し、浮いた１千万円を義援金に
回した決断は間違いでなかったと思いますが、その地
区大会に『ロータリーの心と原点』の著者・廣畑富雄
ＰＧに来て頂くつもりでした。
本の中から、
０２－０３年度
ＲＩ会長・ビチャイ・ラタクル氏が日本で講演された内
容をご紹介したい。
：世界中どこの例会に行っても「四
つのテスト」の言葉が書いてあり…それぞれの国の
言葉によって例会の時に唱和します。私は…それを
実践する事こそ求められていると言うのです。…ロー
タリーは非常に素晴らしい人道的活動をして来まし
た。…その中の１つ、たぶん東京ＲＣが始めた良いプ
ログラムがあります。カンボジアは、タイの国境沿い
にクメール・ルージュの時代にたくさんの地雷を埋め
ました。この地雷の除去のプログラムです。…１人の
貧しい農夫が居りました。この人は地雷を踏んで足を
失くしました。…奥さんは自分の将来がどうなるか不
安を感じて彼の元を去りました。彼の元には幼い赤ち
ゃんが残され、非常な苦境に陥りました。そういう苦
境の中で日本からの援助があり…この男性は…優れ
た人工義足のお陰で立派に仕事が出来るようになり、
娘の教育費も稼ぎ出す事が出来ました。この娘さん
は看護婦として自立するのですが、その卒業の日にお
父さんを招待しました。この日はちょうどお父さんの
誕生日でもあったのです。娘さんは何かプレゼントを
したかった。…小さい時にお父さんと一緒に写ってい
る小さな写真…お嬢さんはこの写真の裏にメッセー
ジを書きました。
「お父さん、私達はこれから一緒に
歩きましょう」
。…一緒に歩いているのはこの親子だ
けではありません。ここにおられる皆様方もこの親子
と一緒に歩んで来られたのです。…どんな困難に直面
しようとも、それに打ち勝つように共に歩いていきま
しょう。皆さん、ここにバッチをつけておられると思
いますが、是非これを身につける事を誇りにして下さ
い。そしてこのバッチを見る度に、何か人間にとって、
人類にとって、良い事をするという責任があるのだと
いうふうに思って頂きたいのです。
被災遺児達と共に歩く取り組みを私達もしていき
たいというお願いをして、
卓話を終わらせて頂きます。
※次週の例会案内は省略。

