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雑誌・会報委員会

会 長 挨 拶
会長 福田 和子
皆さんこんにちは！
お忙しいところ会場に
お越しの皆様、Zoom
で参加の皆様、有難う
ございます。
年の瀬も押し迫り、
仕事する日数もあと２
週間になりました。
そんな中、大河ド
ラマ「青天を衝け」
の主人公 渋沢栄一の
「論語の里」に行ってきました。皆さん、大河
ドラマ観ておられますか？ 以前、中村雅之 50
代目会長の年の移動例会で深谷に行き、記念
館・中の家（なかんち）を見学させていただき
ました。が、渋沢栄一の「論語の里」を、もっ
とゆっくり見学したかったもので再訪いたしま
した。
このところ、いろいろな番組を見て思います
のは、こんなに素晴らしい「近代日本経済の
父」が埼玉・深谷にいたのだということ。今ま
であまり認識していませんでした。500 もの企
業を設立、600 の学校施設や病院といった社会
事業に関して作り上げた人です。日本国を経済
の力で強くして世界に通用させるために、日
夜、超人的に活動された方です。また、母親の
影響で、慈悲の心で社会福祉活動を推進し、国
際親善にも尽力されたようです。
「経済と福祉」、この両輪はロータリーに通
じるものが有ります。
1905 年、シカゴでロータリーが発足した頃、
渋沢栄一はアメリカへ訪問しておりました。
1920 年、日本に初めて東京ロータリークラブが
出来た時は、渋沢栄一は 80 歳でした。ロータ
リークラブを知る由も無かったのか、書籍には
出てきません。私の知識不足なのかもしれず、
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調べてみたいです。
栄一と（のちに妻となった）尾高千代の家
は、一直線で近くにあります。その場に佇む
と、血洗島付近の空気・風の流れ、鳥のさえず
り、幼き頃の出会いが感じられ、ほのぼのとし
てタイムスリップしたような気がしました。
渋沢栄一も好んで食べたという、深谷名物 煮
ぼうとうをしっかりいただきました。手を振る
アンドロイドの渋沢栄一は、男気のある、まさ
にジェントルマン。私も思わず手を振り、会館
を後にしました。
2024 年には、渋沢栄一肖像画の新１万円札が
発行されます。私にどれだけ集まるかなと思い
つつ、これにて会長挨拶といたします。

ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
佐藤 淳也 会員

お客様紹介、米山記念奨学生紹介
■埼玉県立特別支援学校
大宮ろう学園
小沢隆
副会長
内山泰成
校長 荒井 宏昌 様
教諭 伏見 千春 様
■オブザーバー／武蔵野冷蔵株式会社
代表取締役社長 佐野 育 様
■2021 学年度 米山記念奨学生
グェンティガン さん（Zoom）
（ご紹介： 副会長 藤嶋 剛史）

幹 事 報 告
幹事 押野 一郎
①次回、12/20（月）は、クリスマス夜間例会
で 18 時からです。にぎやかな例会にしたいで
す。皆様、ご参加ください。

奉仕に行動を
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②来年２/16（水）は第３・４
グループのインターシティミ
ーティングです。講演者は、
渋沢栄一記念財団 渋沢資料館
館長 井上 潤 様です。テー
マは「現代に生きる渋沢栄
一」ということですので、皆
様、奮ってご参加ください。

委員長報告
■親睦委員会 委員長 岡部 勉
12/20（月）はクリスマス夜間例会
です。新年例会は、1/12（水）
18：00 点鐘、パレスホテル大宮で
開催します。ご案内を送りますの
で、12/20（月）までにご返信お願
いします。
■直前幹事 荒井 理人
拘束型心筋症という 50 万人に 1 人
の難病を患った（今は）８歳のみ
うちゃん。昨年度、海外渡航移植
を目指し設立された「みうちゃん
を救う会」への募金を、こちらで
呼びかけました。その後のご報告です。
2021 年４月に目標額を達成、６月に渡米、８月
に移植手術を受け、９月末には帰国しました。
現在は、通院しながらですが小学校にも行けて
いるようです。

卓

いただいています。
本当にありがとうございます。
学校紹介
98 年め、まもなく 100 年になります。
178 名の生徒、大規模ろう学校です。
同行した伏見先生は、体育を教えていて、部活
も担当しています。
０歳児からいます。

大画面テレビを使用した
高等部の授業風景
・左の画面で、授業内容を文字で表す
・右の画面で、教員が話した内容を文字化する
アプリを使用

話

埼玉県立特別支援学校 大宮ろう学園
校長 荒井 宏昌 様
●目録贈呈
大型テレビ一式を
贈りました

防災学習をしている様子です。
●感謝状を
いただきました

ダブルダッチ
寄宿舎の生徒たち
小学部から高等部

校長 荒井 宏昌 様
自己紹介
退職後、38 年ぶりに、ここ大宮
ろう学園に校長として戻ってきま
した。以前に勤めていた頃から、
大宮西 RC にはずっと毎年ご支援

+ 職員

揃いの赤 T シャツを着て、技を披露！
衣装を着けたりもします。
夜の体育館で練習、撮影もしました。
中学・高等部…跳びながら大繩に入る、回し手
を変えるなど高度な技も。
練習を重ねて上手になっていきます。
身体を動かすのが苦手な子、障害などでうまく
動かせない子もいます。が、一緒になって日々
練習することによって、できるようになりま
す。寄宿舎の部屋でも練習します。

※拍手をもって承認されました。

文化祭は、今年はコロナの
影響で、外部の方は入れま
せん。大宮西 RC の皆様を
ご招待できず、子ども達の
様子を直接ご覧いただけな
いのが残念です。
これからもバックアップしてください。よろし
くお願いします。

年 次 総 会
■進行 会長 福田 和子
■指名委員会 委員長 新井 清太
「61 代会長には、藤嶋 剛史会員を
指名します。」
※拍手をもって承認されました。

■会長エレクト 小沢 孝
「次年度の人事を発表いたします。
指名委員会も追認しております。」
次年度・役員
小沢 孝、藤島 剛史、福田 和子、
渋谷 廣慶、榎本 貞寿、関根 正也、
荒井 伸夫、伊田 雄二郎 各会員

次年度・理事
新井 清太、小林 又次郎、山崎 一祥、
新藤 栄介、井上 勝美、押野 一郎、
土屋 隆弘、川﨑 春夫 各会員

米山

感謝の集い
12/12（日）、パレスホテ
ル大宮 ４階ローズルーム
にて、米山記念奨学部門
「感謝の集い」が開催さ
れました。

