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昨日は、4 年前に「東日本大震
災」が起きた日でした。数日前から TV
やニュース等では、この震災を振り返
る多くの記録が番組で取り上げられ
ていました。うちの下の娘が今 6 歳で
春に小学生ですが 4 年前はまだ 2 歳
です。当日の事は今ではまったく覚えていません。今年
小学校に上がる子ども達のほとんどが、あの大震災の記
憶がすでにないのです。
4 年前のあの日まで、3 月というと、3 月 10 日の「東京
大空襲」の特番や 2 月では、20 年前の「阪神淡路大震
災」が放送されていました。しかし、5 年から 10 年経つとど
んどん記憶から薄れ、マスコミはより新しいものに焦点を
あてます。これは皆が求めているものでもあるので仕方
ありませんが、私達は、この日を忘れないようにしなけれ
ばなりません。
今日、例会に向かう途中のラジオで、「もし 3 月 10 日に
もどれたら何をしていましたか」と、被災された方々にアン
ケートを行っておりました。まったく意外でしたが、一番多
かったのが「家具を倒れないように固定しておけばよかっ
た」です。地震後すぐ避難できた方もいますが、多くの
人々が倒れたタンスや家電などに苦戦したのだろうと思
われます。そして、実際に避難するときに何を持って行け

ばよいのか。お金さえあれば何とかなると現金や銀行の
通帳を頭に思いうかべますが、それよりももっと大切なの
はお薬手帳なのだそうです。高血圧や糖尿病など持病の
ある方は、普段どの程度の症状なのかが分からないと医
師もすぐに薬の処方ができませんね。病院も被災してお
り本人のカルテがすぐ手に入らない可能性もあります。で
もお薬手帳があれば、すぐに同じ薬を処方してもらえます。
高齢の方々は非常に重要だということです。
そして、このアンケートで意外に思ったのは、「こうして
おけばよかったとか、他へ行っていればよかった」と失っ
た方に対しての後悔ではなく、非常に現実的な回答であ
ったことです。なぜかと言うと、その時にすでにベストを尽
くしていて、それでも結果ダメだったと考えているからです。
これには、少し救われた感じがしました。
先日、日本について書かれた本を読みました。日本は
他国と比べると独特な国家形成をしているといいます。有
史以来、日本は侵略をされた経験がなく、神武天皇から
ずっと皇位を継承しています。多くの国では、トップに立
つ人だけでなく、その国の民族さえ変わっている場合が
ある。例えば中国では、元でモンゴル人、清で満州人な
ど、中国の歴史がはじまった頃から異民族の侵入が目立
ちます。歴史上 1 つの民族がずっと続いているのは日本
以外にありません。
宗教的なところでは、日本では八百万の神様と言って、
自然のもの全てに神が宿っていると考えます。よって
様々な神が受け入れてられており、宗教同士の権力抗争
もありません。今でこそ日本でもハーフやクｫ―ターの方
が増えていますが、一つの民族であったからこそ日本は
助け合いの精神や思いやりの心に優れているのではな
いでしょうか。阪神淡路大震災、東日本大震災でも強奪
や暴動が起きない。これは、先祖から受け継がれた DNA
によるものではないかという気がいたします。
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事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
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ところで、ロータリーでは、今一つの大きな転換期が来

会長エレクトセミナー（PETS
会長エレクトセミナー（PETS 報告）
報告）

ているといえます。先日のロータリーの友にも載っていま

先週 3 月 5 日（木）6 日(金)2 日間にわ

したが、次年度から月間なども大きく変わっています。以

たり次年度会長エレクトセミナーがありま

前から事務手続きや報告書などのオンライン化が奨励さ

した。通称 PETS と呼ばれるこの研修は

れてきましたが、いよいよ本格始動になります。この件に

（Presidents-elect Training Seminars）の

ついては、後ほど渋谷会員より、会長エレクトセミナー報

略で、会長エレクトが次年度会長となる

告で詳しく説明をして頂けると思います。

ための準備をする研修になります。

渋谷会員
渋谷会員

春暖かくなって、桜のつぼみもかなり大きくなってまい

次年度 RI 会長は、スリランカの K.R.ラビンドラン氏です。

りました。花粉症の方はもうしばらくご辛抱していただき、

彼は世界に顧客を持つスリランカの印刷・包装の最大手、

皆様にはご自愛頂ければと思います。

Printcare 社の創業者兼 CEO でティーバッグのタグと小袋

幹事報告










折原副幹事
折原副幹事

の生産量では世界第一を誇っているそうでうす。ロータリ

日本事務局より、先月サンディエ

ーでは、RI 財務長、RI 理事、R 財団管理委員など、数々

ゴで開催された 2015 年国際協議

の役職を歴任しております。

会での日本語版講演集が RI 本部

次年度の RI テーマは、「世界へのプレゼントになろう

より届きましたと案内が来ておりま

（Be a gift to the world）」です。私達は、人類に素晴らしい

す。全部で 31 頁もありますので、

ものを与えてきた歴史上の偉人たちを尊敬していますが

必要な方は直接ダウンロードするか、事務局で印刷

彼らの多くは、人生を他人のためにささげました。彼らの

をかけるのでお申し出ください。

人生そのものが世界のプレゼントとなったのです。私達も

社会奉仕部門より、PET ボトルキャップ回収事業に

それぞれの方法で、世界へのささやかなプレゼントになっ

おけるポリオプラス寄付金集計表が届きました。杉

てくださいということを込めました。日本語では、なぜ英語

戸中央では、昨年度地区で 1 位でしたが、今年度上

の Gift をあえてプレゼントと訳したのか、色々意見がある

半期では 6 位になっています。今年度も上位になる

ようです。「ギフト」と「プレゼント」の違いは、「ギフト」が形

よう皆様のご協力よろしくお願い致します。

があるないにかかわらず使われるのに対し「プレゼント」

ガバナー事務所より、平成 27 年 4 月 17 日（金）10:20

は形のある物を指すそうです。日本では、形のあるものと

大宮ソニックシティで開催される 2015 年地区研修・

理解しているのですね。井原年度の地区テーマは、『ロー

協議会の案内が届いております。出席義務者である

タリーは奉仕を通じて人づくり、自分づくり』、運営方針は、

各委員長はご出席を宜しくお願い致します。

『ロータリーを学ぼう、そして楽しもう』です。次年度は

先日の理事会報告でも

色々と変わることが多いですが、一番大きいのは、特別

お知らせ致しましたが 4

月間ですね。すべてがロータリー財団よりになっていると

月 9 日（木）～10 日(金)

言ってもいいでしょう。

の 2 日間を例会振り替

ロータリーの特別月間の変更

えとし「あいさつ運動」を

8月

会員増強・拡大月間

行 うこ とに致 しました 。

9月

基本的教育と識字率向上月間

本日 FAX にて 6 つの小学校から 2 日間の希望をと

10 月

経済と地域社会の発展月間

りますので、皆様のご協力よろしくお願い致します。

11 月

ロータリー財団月間

時間は、朝 7:30～約 20 分くらいです。

12 月

疾病予防と治療月間

先週の例会の週報に、昨年 11 月に入会した新会員

1月

職業奉仕月間

の小川勝之会員、茂田泰典会員のメンバー表が印

2月

平和と紛争予防/紛争解決月間

刷されています。また、深瀬会員の事業所と渋谷会

3月

水と衛星月間

員の会社名が変更となっています。お手数ですが、

4月

母子の健康月間

お持ちの年度計画書にコピーをして貼りつけるか、

5月

青少年奉仕月間

訂正をして頂きたくご協力お願い致します。

6月

ロータリー親睦活動月間

そして次に、RI では全ての報告をインターネット経由で

研修に関しては、今回は、9 セッション（5 大奉仕・会員

行うことになりました。それには、会員それぞれがアドレ

増強・広報・米山・財団）に分かれています。よく言われま

スを登録しなければなりません。次年度のクラブ数値目

すが一番難しいのはロータリー財団ですね。

標や会長賞の申請なども、事務局や地区事務所まかせ
ではなく今後は会長が直接アクセスしてエントリーするこ
とになります。日本は少し遅れているようですがペーパレ

年次寄付

ス（紙への印刷やコピーを極力減らすことによる環境へ
の貢献）が世界の標準になります。ガバナーエレクトセミ
ナーでも同じ要請があり、井原エレクトが自ら PJ を駆使し
て一生懸命説明をしていたので、私も先日 RI の HP にア

恒久基金

クセスし、ようやくアカウントを取得いたしました。
RI の戦略的価値観

年次寄付

恒久基金

新しい地域社会奉仕の実践として、地区ロータリーで
は認知症について、もっと真剣に考えてみようではない
かと井原エレクトは言っています。日本の認知症の割合

財団については、次年度委員長が関口 PG ですので、

は、65 歳以上の高齢者で 15％、欧米では 10％以下、イ

4 月のクラブ協議会で私よりも詳細な説明をして頂けると

ギリスでは 7.5％以下です。日本では、今後ますます高齢

思います。また、各委員会についても地区研修・協議会

化社会になります。認知症について地域に奉仕すること

で地区の運営方針等を詳しく聞けると思いますので出席

をこの地区ではやっていきたいと言っておりました。

をよろしくお願い致します。

皆さんは、オレンジリングをご存じですか。「認知症サ
ポーター養成講座」を受けた人が、認知症を支援するサ

地区米山委員会報告

栗原会
栗原会員

今現在、杉戸 RC は米山の寄付額とし

ポーターとして付けるブレスレット（オレンジリング）です。

ては、74 クラブ中 17 位という成績です。

認知症サポーターは、認知症を正しく理解し、認知症の

そして 74 クラブ中、世話クラブになりた

人や家族を温かく見守る応援者です。特別な事をするの

いクラブは実に 59 クラブもあるんですね。

ではなく自分のできる範囲で活動できればいいのです。

どうしたら世話クラブになれるかというと、

友人や家族にその知識を伝える、認知症になった人や家

やはり寄付を集めることです。そのためには康君のような

族の気持ちを理解するよう努める、隣人あるいは商店・

継続性が頑張らなければいけません。康君たちを見て応

交通機関等、できる範囲で手助けをするなど、活動内容

援したいと思うクラブ出てこなければ奨学生の数を増や

は人それぞれです。サポーターのなかから地域のリーダ

すことができないのです。私は次年度増進委員長で、奨

ーとして、まちづくりの担い手が育つことも期待されます。

学生を卓話に連れて行く委員会ですが、来週の地区チー

ロータリーが率先してやっていきましょうということです。

ム研修報告でまた詳しく説明させて頂きたいと思います。

R 財団部門補足

廣井会
廣井会員

米山奨学生

康 鎮凡君

私は以前、地区副幹事のときに財団の方に出向してい

先週は、米山終了式に

たので、少し補足をさせて頂きます。グローバル補助金

参加して来ました。米山奨

（ロータリーの 6 つの重点分野に該当し大規模な国際的

学生のリーダーが結婚す

奉仕をしたときにおりる補助金）の受給資格というのがあ

るので、そのお祝いに渋

りますが、ロータリーの重点分野にあてはまらないと、何

谷さんから大きなケーキ

をやっても補助金はおりません。重点分野の 6 項目という

のプレゼントがありました。

のが、9 月の基本的教育と識字率向上、10 月の経済と地

会場では、関口さんと栗原さんにご同行して頂きました。

域社会の発展、12 月の疫病予防と治療、2 月平和と紛争

今月の初めに、おかげ様で共同研究の発表を無事に

完結に関すること、3 月水と衛星、4 月母子の健康、これ

終えることができました。そして、これから就職活動になり

に係わる事業でないとグローバル補助金は出ません。RI

ますが、企業の合同説明会などに参加しています。再来

の特別月間が、このような財団のグローバル補助金資格

週は、エントリーをした会社の本社で、説明会があるので

に沿っていることから今回の変更が財団よりと言われて

参加致します。

いる所以です

出席報告

交換留学生報告
交換留学生報告

サム・ゴードン君

今週は、2770 地区の交換留学生たち

折原会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

40

16

24

2

12

70.00%
.00%

と一緒に京都と広島に行きました。広島

スマイル報告

では原爆資料館や原爆ドームを見まし

廣井会長： 渋谷エレクト、そろそろバトンゾーンに入りそう

た。これは僕にとって新しい経験になり

折原 会員

です。走る準備をお願いします。

ました。京都では金閣寺などのお寺や

関口会員
関口会員：
会員 ： 東風吹かば匂いおこせよ梅の花!! そろそろ桜

神社をたくさん見ることができました。奈良は、本当に鹿
がたくさんいました。鹿せんべいを買って鹿にあげました
が跡が残るほど噛まれ、ちょっと怖かったけどおもしろい
経験ができました。

も近いかな。

折原(
折原(正)会員：
会員： 暖かい日です。しかし、花粉症の私には辛
いです。

渋谷会員
渋谷会員：
会員： 今日、PETS 報告、ご清聴頂きありがとうござい

しかしやはり、一番心に残ったのは、広島の原爆資料
館です。爆弾が落とされたときの写真を見たり、焼けてボ
ロボロの学生服や時計など、
当時の様子を知る展示物が
たくさんあり、外国人から見
ても、これは本当に酷いと思
いました。人類はこのような

ました。

大作会員
大作会員：
会員： 大津波の状況がだんだん分かってきました。映
像のおびただしい数がその有様を知らせています。

加藤会員
加藤会員：
会員： 震災後に買込んだ防災用品が賞味期限切れで
す。ゆるんだ防災意識を改めるため買い直します。

栗原会員
栗原会員：
会員： 先ほど、工事の検査が 1 本終りました。作業服
で来たことをお許しください。

過ちを二度とおこしてはならないと思いました。

田中会員：
田中会員： 本日もお世話になります。

20152015-16 派遣生報告

武井会長：
武井会長：小柳会員
会長：小柳会員：
小柳会員：

小泉蒼馬君

2 月の 17 日に派遣先が決まり、ドイツ

深瀬会員
深瀬会員：
会員：真中会員：

に留学することになりました。実はロー

渡辺(
渡辺(嘉)会員

テックスの人に最初、希望国のアメリカ

矢島会員：篠原会員：

と言われていましたが、ベルギーに変わ

折原(
折原(弥)会員

り最終的にドイツになりました。結果的
に希望する国ではありませんでしたが、前向きに捉え今
では現地での勉強や生活をとても楽しみにしています。
私が留学中は、皆様にドイツの学生をお願いすること
になりますが、どうぞよろしくお願い致します。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２３，０００円
２３，０００円
８９９，５
，５００円
８９９
，５
００円
１，２００，０００円

＊＊＊ご協力ありがとうございました＊＊＊

