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等と親睦を図ったこと。
の３つです。
１/３０ラオス・ルアンパバーンに入り、直ち
に病院に移動し、
①贈呈した医療用消耗品のケースに大宮西ＲＣ
が贈呈したというシールを貼りつけ、
②大宮西ＲＣはラオ・フレンズを支援している
というパネルを廊下の壁に取付けて貰い、
③赤尾さんに案内していただきながら、入院し
ている子供たちに「ぬり絵帳と１０色入りの
色鉛筆」をプレゼントしました。ベッドで暗
い表情をしていた子供が、プレゼントを差し
出すと満面の笑みになって、カプチャイ（あ
りがとう）と言って受け取ってくれました。
その笑顔がとても印象的で今でも脳裏に残っ
ているくらい感動しました。
④ 夜 は、 場所 を移 して 、ラ オ・ フレ ンズ のス
タッフや各国の支援者、現地スタッフ、政府
の官僚方との夕食会に参加しました。
１/３１ ９：３０からの記念式典に参加し、
予め勉強していたラオス語で挨拶をさせていた
だきました。式典終了後、持参したフリスビー
１００個、グライダー１００個、ソアラ円
盤 １ ０ ０ 個 、ジェット風船７２個のオモチャや
らくがき帳１００冊、そして会員の皆様からご
提供いただいたペンや鉛筆を近隣の子供たちに
配り、遊び方を教えました。用意した約５００
個のオモチャは３０分程で無くなってしまいま
したが、たくさんの子供たちの笑顔が見られて
とても嬉しかったです。又当日の夜は、日本人
夫婦が経営しているレストランでラオ・フレン
ズのスタッフと食事をして親睦を図りました。
海外での事業に初めて参加させていただきま
したが、来年も大きな感動を味わいたいという
気持ちで帰って参りました。来年の新井年度で
是非ご検討いただきたいと思います。
二つ目のご報告は、インターアクトの海外研
修で、韓国の研修団が２/３土曜日から２/８まで

会長 髙橋 秀樹
皆さんこんにちは。本日は
お客様として第2770地区 19941995年度、田中作次元ＲＩ会長
がガバナーをされた時に地区幹
事を務められました八潮ＲＣの
齋藤 勝（さいとう まさる）
様、同じく岡本 寿（おかもと
ひさし）会長エレクト様、そして岩槻東ＲＣの
山形 照之（やまがた てるゆき）様にお越しい
ただいています。ようこそお越しいただきました。
心より歓迎いたします。また齋藤様にはのち程
「ロータリーの基本的な考え」について卓話をし
ていただきます。皆様どうかご清聴いただきます
ようお願いいたします。
さて、本日は二つのご報告がございます。一つ
目は、先週の月曜日１/２９～金曜日２/２の４泊
５日で、荒井伸夫会員、竹内国際奉仕委員長、永
井博副委員長、冷牟田地区補助金副委員長、山崎
職業奉仕委員長、井上親睦委員長、青木陽会員、
そして私の８名で、今年度の地区補助金海外特別
枠事業としてラオス・ルアンパバーンにあるラ
オ・フレンズ小児病院の３周年記念式典に参加し
て参りました。
後日、竹内委員長から詳細な報告をしていただ
きますが、私から活動の概要をご報告させていた
だきます。今回の事業内容は、
①感染予防の医療用手袋（１箱１００枚入
り ） ５５０箱（１９００ドル）と新生児酸素
濃度測定用センサー２０００個（３７２５ド
ル）を寄贈したこと。
②入院している子供たちや近隣に住む子供たちに
沢山のおもちゃをプレゼントしたこと。
③ラオ・フレンズのスタッフやアメリカ・カナ
ダ・カンボジア・フィリピン・日本等の支援者、
病院の現地スタッフ、そしてラオス政府の官僚

ロータリー家族とともに行動し ともに感動する
（５５周年 全員で前進する － 全・進 －）
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の５泊６日の日程で来日されています。当クラブ
がお世話している埼玉栄高校の細田さんが、来月
韓国に研修に行く関係もあって、当クラブで１名
お世話することになりました。２/３～６日の４日
間、伊田部門委員長宅で宿泊し、７日は細田さん
宅に泊まることになっています。そして明日、明
後日のクラブデーでは、明日は伊田部門委員長、
明後日は、福田会員と島村会員にご対応いただく
ことになっています。ご多忙の中、お世話いただ
きますことに心より感謝申しあげます。本当にあ
りがとうございます。
以上、ご報告させていただきました。

お客様ご紹介

小沢

孝 副会長

国際ロータリー第2770地区
1994～1995年度地区幹事 齋藤 勝
第9グループ八潮ロータリークラブ
会長エレクト 岡本 寿
第4ｸﾞﾙｰﾌﾟ岩槻東ロータリークラブ
パストガバナー補佐 山形照之

様
様

福田さん、韓国からのホームスティ受け入れ 並 び に
送迎等ご対応頂き大変ありがとうございまし た 。
◆大宮東RCの40周年記念式典が4月14日に開
催されます。ご案内申し上げます。
◆本日の例会前に開催されました理事会での
決議事項につきましては週報にてご報告さ
せて頂きます。

2018-19年度 地区役員委嘱書
ＲＬＩ運営委員
公共イメージ向上委員
公共イメージ向上委員
会員増強維持委員
職業奉仕委員
地域社会奉仕委員
国際交流委員
ＲＹＬＡ委員
米山記念奨学増進委員
米山記念奨学学友選考委員

竹内 雅人
小木曽賢己
村松宏呂子
小林 政良
次郎丸雄希
小岩 淳一
島村まり子
坂本 哲朗
内山 泰成
藤嶋 剛史

様

お客様ご挨拶
国際ﾛｰﾀﾘｰ第2770地区第9グループ
八潮ロータリークラブ
会長エレクト 岡本 寿 様

委員長報告

幹事報告

幹事

染谷義一

本日は国際ロータリー第2770地区、1994-1995
年度、地区幹事の齋藤 勝様、八潮ロータリーク
ラブ、会長エレクト、岡本 寿様ようこそお越し
いただきました。齋藤様におかれましては「ロー
タリーの基本的な考え」をテーマに卓話を頂きま
す。宜しくお願い致します。またメイキャップに
岩槻東RCの山形照之様、当クラブの例会にお越し
いただき大変ありがとうございます。
◆今月のロータリーレートは1＄110円です。
◆国際奉仕委員会竹内委員長を初めとする委
員会の皆様、ラオスでの国際支援事業大変
お疲れ様でした。無事のご帰還なによりで
す。大変お疲れ様でした。
◆2/19、第4GのIMですが、ただ今70名のご出席で
す。多くのご登録を頂きありがとうござい
ます。
◆青少年奉仕部門伊田委員長、インターアクト高
橋真貴子委員長を初めとする委員会の皆さん、

ＩＭ実行委員会
委員長 林 正
2月19日(月)ＩＭ清水恒信ガバナー補佐を会員一
同で盛り立てましょう。実行委員会の皆様、当日
宜しくお願いします。

財団支援部門
委員長 荒井伸夫
「公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
財団設立５０周年記念式典に参加して」
昨日２月４日、ホテルグランドニッコー東京台
場で開催された、米山財団５０周年記念式典に参
加してきました。
ご承知のように、米山財団は東京RCの米山梅吉
翁が、母国と日本との懸け橋となって国際社会で
活躍する優秀な留学生を奨学する目的で１９５２
年に設立され、１９６７年に財団法人化されまし
た。この５０年の間に世界１２５か国、約２万人

の外国人留学生を支援してきました。卒業生であ
る学友は、現在は世界各地で活躍されています
が、この記念式典にご招待された学友は、スピー
チで声をそろえて“恩返し”ということを言って
いました。紛争、人権、安全、環境等国際社会が
ますます混迷を深めている今日、改めて米山財団
事業の人材育成を通じた世界平和への創造構築の
意義深さを実感しました。
今後も、皆さんと共に米山奨学事業に限りない
支援をしていきたいと思います。

社会奉仕委員会
委員長 小林政良
来 月 3/24㈯ に な り ま す が 、 鉄 道 博 物 館 ナ イ ト
ミュージアム移動例会を開催いたします。
このナイトミュージアムで御座いますが今年で4
回 目 の開 催と なり ます 。新 しい 会員 の皆 様も い
らっしゃいますので改めまして事業内容を申し上
げますと、以前在籍されておりましたJRの筑波駅
長のご提案で鉄道博物館を使用できますと言うこ
とで、我がクラブの創立周年事業の一環として創
立月の3月に鉄道博物館を貸切りにしまして近隣の
小学生並びにご家族をご招待し、地域社会に貢献
をするという事業で御座います。
今年、我がクラブは創立55周年を迎えます。そ
こで今年は創立55周年記念事業と致しまして、こ
の事業を開催せていただきたいと思います。
今年は55周年記念事業で御座いますので、沢山
の来場者を見込んでおります。昨年は2,000名を超
える来場者数で御座いましたが、今年はさらに多
くの方々に来ていただけたらと思っておりますの
で、会員の皆様は勿論のこと、ご家族の皆様、会
社従業員の皆様にもお声をかけていただきまして
是非、ご来場頂けますよう、ご協力お願い致しま
す。今年はインターアクトの埼玉栄高校の生徒の
皆様にもお手伝いしていただく予定です。尚、今
年はご来場していただいた小学生児童のみなさん
に 記 念品 を差 し上 げる 予定 をし てお りま すの で
奮って参加いただける様、お声掛けお願い致しま
す。

会員増強維持委員会
委員長 結城 剛
先週、会員増強維持委員会を開催しました。２
月末までに紹介カードを会員からＦＡＸでもらう
ことになりました。是非、ご紹介の程宜しくお願
いします。

ゴルフ部会を４月７日(土)に開催します。入会
希望者も連れて来て頂きますよう宜しくお願いし
ます。

第2770地区
財団奨学・平和フェロー・
学友委員会
委員 田口修身
２月３日に財団奨学生の２７７０地区と２５７
０ 地 区の 合同 オリ エン テー ショ ンが 開か れま し
た。今年度奨学生として送り出す人の発表会であ
り激励会でもあります。地区の両ガバナー以下４
０人以上が集まりました。私と新見さんとで参加
してきました。委員長がインフルエンザで代行を
することになりました。
２７７０地区からはお医者さんばかり３人送り
出します。ハーバード大学で精神医学を研究する
者、オーストラリアのモナッシュ大学で救急医療
を学ぶ者、ロンドン大学で産婦人科の母子の健康
に つ いて 学ぶ 者の ３人 です 。高 い志 を持 って 、
もっと学びたいという姿勢は感銘を受けるものが
あります。
財団奨学生については現在募集中です。財団の
奨学金を受けて学びたいという優秀な学生・社会
人が回りにいましたら是非推薦してください。奨
学 生 を長 く当 クラ ブか らは 出し てい ない よう で
す。ロータリークラブは良い事をたくさん行って
います。財団奨学生もその一つです。是非候補生
の推薦よろしくお願いします。

誕生祝

２月生まれ

親睦委員会
委員長 井上勝美
渋谷廣慶(４日)、天池健二(５日)、矢部正博(７
日)、石丸主憲(１０日)、染谷義一(21日)、村松宏呂
子(23日)、冨加美俊彦(25日)、野口 裕（25日）、
胡 平(26日)、齋藤 實(28日)、高橋真貴子(28日)、
各会員

ゲスト卓話
卓話者紹介
国際ロータリー第257地区
1986-1987年度
地区幹事 大竹庄藏会員
齋藤 勝 プロフィール
生年月日 1938年2月2日生まれ
事 業 所 (株)齋藤一級建築設計事務所
職業分類 建築設計（一級建築士・土地家屋調査士）
ロータリー歴
1975年7月 八潮ロータリークラブ入会(創立会員)
1977～78年度 クラブ幹事
1985～86年度 クラブ会長
1994～95年度 地区幹事 (田中作治ガバナー年度)
1995～96年度 地区第11分区代理
1997～98年度 地区クラブ奉仕部門委員長
2002～03年度 地区社会奉仕部門委員長

国際ロータリー第2770地区
1994～1995年度
地区幹事 齋藤 勝 様
「ロータリーの基本的な考え」
1.ロータリーの基本理念と共通理念について
2.ロータリーの基本と目的について
3.奉仕の精神の言葉の真意と、奉仕の理想・超我
の奉仕について
4.実践で培われる奉仕の精神について
5.ロータリーは結果よりプロセスが大切について
6.実践の要となるクラブ運営について
1・・「ロータリーの基本理念と共通理念」について
ロータリーの基本理念は 「一般哲学とロータ
リーの哲学」が原点。
人は、宗教や哲学を拠り所にして「善悪」を判
断し「信念」を形成して生きている。
宗教間も、生きる価値観も違う120万人を超える
ロータリアンが「心を一つに奉仕に当たる」とき
「共通の精神的な基盤」「共通の理念」が必要。
◎『共通の理念』
人間は「社会的動物」であると言う「認識」が基
本。この考えが「ロータリーの発想の出発点」。
ロータリーの考え方の原点は、
人間が社会を作り、互いに助け合いながらでな
ければ生きて行けない社会的動物なら、身近な他
人の事、あるいは大きく世の中の事を心配し、互い
に助け合う事を心掛けてゆく事が必要。
2・・「ロータリーの基本と目的」について
◎「ロータリーの基本」

ロータリーの基本は、奉仕の精神の育成。
ロータリーは団体奉仕ではなく、「人間一人一
人の心の中にこそ奉仕を喜ぶ精神を」と言う「奉
仕の精神を育てる」ことを「活動の基本」として
いる。
この考えが、他の団体とロータリーを区別する
特色であり、ロータリーの独自性、存在価値、魅
力となっている。
◎「ロータリーの目的」
様 々な 「奉 仕活 動」 や、 全会 員に 与え られ た
「役職」に基づく「ロータリー活動」等を通して
ロ ー タリ アン 一人 一人 の「 奉仕 の精 神、 奉仕 の
心」を育てる事が目的。
3・・「奉仕の精神の言葉の真意・奉仕の理想・超
我の奉仕」について
◎「奉仕の精神の言葉の真意」
奉仕を自ら実践する事で「奉仕の精神」を養う
ことが出来る。奉仕の精神を養う実践目標として
「奉仕の理想」を掲げている。
◎「奉仕の理想」
一言でいうと、どれだけ「多くの奉仕」を「自
己犠牲」でなく「喜びをもって」行えるかという
事。
人々が、より多くの奉仕を喜びを持ってすること
が出来、又そう言う人達で溢れたら、平和で素晴
らしい理想的な社会が出来るだろう。こう考える
事を「奉仕の理想」と言う。
◎「超我の奉仕」
「全ての奉仕」を「少しの犠牲」も無く「喜び
を持って実践」出来た時「超我の奉仕」と言う。
4・・「実践で培われる奉仕の精神」について
奉仕の精神を育てる最適な場所はクラブ。クラ
ブを「実践の場」として「トレーニングの場」と
して利用する。
全会員の「役職」を1年で交代する仕組みは、一人
一人の会員が「偏る」ことなく「公平」に毎年・
色々立場を変え、視点を変えて奉仕活動を自ら手
掛けることが出来る。
5・・「ロータリーは結果よりプロセスが大切」に
ついて
奉仕活動を手掛けて行く過程に於いて、どれだ
け多くの会員が協力し合い、創造的に建設的に関
わり、実践の場として、トレーニングの場として、
その奉仕活動を活かし「奉仕の精神高揚に役立っ
たか、その奉仕活動がロータリーの活動として意
味があったか、価値があったかが問われる。
◎誤解を恐れずに言えば、ロータリーにとって、
奉仕活動がどれだけ地域社会などに効果があった
かは二の次。それよりも「会員一人一人の奉仕の
精神の高揚」を第一の目標としている。

6・・「実践の要となるクラブ運営」について
どんな奉仕活動をどのような手順や形で行っ
たら、より多くの会員の「奉仕の精神高揚」に
役立つか、こうした考えを優先させ「クラブ運
営」を図る事が大切。
会員の 「奉 仕の心 」を高 めるに は 、人 間が
持っている「創造性」を発揮し「建設的」に協
力して行く「新鮮な喜び」を感じる事が必要。
ロータリーと他の殆どすべての組織とは、団
体の性格が本質的に違う。
ロータリーは他の団体の様に、団体としての
目的はない。「個人が奉仕の精神育成」と言う
目的を持った集合体。
世の中は、生きるための激しい戦いに満ち溢れ
ております。
ややもすると人間の欲望の渦巻く中、だまし
あいや、ねたみ、疑心暗鬼などが起こりかねな
い世の中です。
そうした中で、ロータリーは「せめてここだ
けは童心に帰り、利害を離れた友情を」と言う
事で生まれたものです。
正直で素直な気持ちでお互いに関わる事を忘
れてはいけないと思います。
「ロー タリー はその ため に生れ たので すか
ら」。

