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点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                                石井会長    

ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング            それでこそロータリー    

四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和                    真中会員 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                                石井石井石井石井会長会長会長会長    

 今日は寒いですが桜のつぼみも

膨らんでいよいよ春本番ですね。

先週 3/7 に始まった WBC の話をさ

せて頂きましたが、1 次リーグ 2 次

リーグとも見事突破し 6 戦全勝でア

メリカ、ロサンジェルスドジャースス

タジアムへ行くことになりました。日本選手団は本日夜に

アメリカへ出発するそうです。是非とも第 4 回 WBC で世界

一奪還して頂きたいものです。 

昨日、宮代町の百間中学校の第 70 回卒業証書授与

式に来賓として出席させて頂きました。107 名 3 クラス非

常に礼儀正しくキビキビとして立派な卒業式でした。校長

先生の式辞の中で 3 つの送る言葉がありました。ひとつ

は夢の実現に頑張ってほしい、2 つめは、やさしい思いや

りのある人間になってほしい、3 つめは、感謝の気持ちを

持って頑張ってほしい、ということです。自分の 15 歳の頃

を思い出し、心を洗われるような思いが致しました。 

夢の実現に努力をするという点でよくたとえられるのが

イチロー選手です。イチロー選手は小学校の作文ですで

に「自分はプロ野球選手になる」と書いています。そして

そのためには、皆が遊んでいるときでも自分はバッティン

グセンターで練習をするのだと書いています。7 年間バッ

ティングセンターに通い続け休んだのは、お店の休業日

である正月の 2 日間だけだったそうです。「こんなに練習

しているんだから、必ずプロ野球選手になれると思いま

す」という言葉は自信にあふれています。後に彼は努力

の積み重ねで 2016 年 MLB 通算 3000 本安打を成し遂げ

ました。打てなかったら打てなかった理由を分析する、対

応をするという努力を積み重ねたイチローだからこそ辿り

つけた数字です 

 先日クラブより結婚祝を頂きました。ありがとうございま

す。今年で結婚 46 周年となります。杉戸 RC は 1971 年 3

月創立なので同じですね。杉戸の 50 周年記念の時は、

金婚式になります。また 2020 年のこの年には東京オリン

ピックもありますのでそれまでも元気で頑張って参りたい

と思います。 

 先月 2 月 18 日（土）杉戸町カルスタすぎとにおいて、東

埼玉病院の主催で「第 12 回市民講座」が開催されました。

当クラブも共催として 50,000 円を出資しております。ポリ

オ募金を会長・幹事、事務局で行い 6,640 円集めることが

できました。次年度は宮代町で開催されるので、ご協力

よろしくお願い致します。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        渡辺渡辺渡辺渡辺会員会員会員会員    

� ガバナー事務所より、平成29年3

月 10 日当地区指名委員会にて、

厳正な選考の結果、2019-2020

年度ガバナーとして、小林 操会

員（越谷北 RC）が全員一致で選

出されましたと案内が届いており

ます。 



� 地区補助金委員会より、次年度地区補助金の申請

を予定しているクラブは 4 月末日までに手続きをお

願いしますと案内が届いております。受付は 4/1～

4/30 までです。 

� ガバナー事務所より、平成 29 年 4 月 23 日（日）越谷

市 キャンベルホームにて開催される、インターアク

ト・ローターアクト合同奉仕活動・親睦会（松伏町 認

定こども園 こどものもり）の案内が届いております。 

� 杉戸町国際交流協会より、平成 29 年 5 月 17 日（水）

に開催される第 1 回理事会、そして平成 29 年 5 月

27 日（土）に開催される「定期総会」の案内が届いて

おります。 

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                                                                                                                下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員    

先月 11 日の夜 秋山 博 PG が亡く

なりました。享年 100 歳 10 ヵ月でした。

4 日後密葬が行われ、あいさつに立っ

た済生会川口総合病院の院長が「私

は第 5 代院長です。秋山先生は第 2

代院長としてよい時代をすごされたと

思います。ボランティア活動でも業績を残され 100 歳の長

寿を全うされた幸せな人生だったと思います。」と話され

ました。私もその通りだと思いましたが、超長寿時代を迎

えた昨今本人の意思で人生のピリオドを迎える自由があ

ってもよいのではないかという思いが残りました。というの

も先生が亡くなる前日の夕刻、もと秘書で先生に最後ま

で付き添った岡崎さんから電話があり、「私は先生のそば

にいるのが耐えられなくなりました。先生の肺は機能しま

せん。苦しいので、酸素マスクを外そうとするのですが、

両手をベッドに縛られています。先生は「水が欲しい、死

なせてくれ」と私に訴えています。私は口の中を湿らすこ

としかできず、堪らない思いです。」と泣かれました。その

翌日、21 時 8 分先生が亡くなりました。私は思わず「岡崎

さん、長い間ご苦労様でした。」と呟いていました。 

今日、世界では安楽死を受け入れる国が増えています。

有数の長寿国日本で安楽死を尊厳死と名を変え導入へ

の運動が行われているようですが、まだ認められていま

せん。早期の実現が望まれるところですが、日本尊厳死

協会というのがあり、「一切の責任は私自身にある」と附

記した宣言書を残すことで、問題を残さずに尊厳死できる

可能性があるようです。しかし、希望する方は、宣言書の

複写を保管し、近親者に理解をしてもらうこと、万一の時

は楽に死にたいと伝えておくことが大切との事。 

以前ロータリーの国際奉仕には WCS（ワールド・コミュ

ニティ・サービス世界社会奉仕）というのがありました。

2011 年 6 月 30 日ロータリー財団に吸収されましたが、国

や行政が地域社会のニーズを満たせない発展途上国で、

ロータリークラブも資金の制約等で奉仕活動が実践でき

ない場合に、援助を海外の地区やクラブに求め、協力し

て奉仕活動を行うのがこの世界社会奉仕活動です。国際 

奉仕の金看板でした。1973 年ネパールのカトマンズ RC

が、現地で結核が流行っており保健婦（ヘルスワーカー）

を養成して少しでも予防が出来るようにするため国際ロ

ータリーの WCS プロジェクトに資金の要請の登録をしまし

た。それを見た秋山先生はご自分のクラブ川口西 RC で

支援しようと 1976 年クラブのプロジェクトとして進めること

になりました。それを知りました春日部 RC の平野医師が、

当時の第１０分区（春日部、杉戸、浦和、越谷、草加、八

潮、吉川）に呼びかけ川口西 RC と合同の事業となりまし

た。1976 年 12 月 31 日に第１次 4 名がネパールに行きま

した。この時の参加者は、平野医師とご子息、越谷南 RC

の方、杉戸 RC 田中会員です。 

第 10 分区で集めた 1000 ﾄﾞﾙ、川口西 RC300 ﾄﾞﾙとレント

ゲンフイルム等を持参しました。 

第 2 次は、11 名、第 3 次のときは平野医師がガバナー

に就任、この事業がクラブ単位から地区事業へと格上げ

され、秋山先生は 39 名のネパール行に初めて参加致し

ました。1998 年久世ガバナー年度にこの事業は終了しま

すが、支援金は 22 年間で 44 万 1800 ﾄﾞﾙになります。こ

の時私は地区のWCS委員長として参加していましたので

良く覚えております。田中さんは老齢を押して 9 回も現地

へ行きました。私も秋山先生のお供で 9 回ネパールへ行

っています。 

秋山先生が WCS に深く関係する事業として、バングラ

ディッシュ ベタギ村の親善学校建設があります。 

 



完成時の完成時の完成時の完成時のロータリーベタギユニロータリーベタギユニロータリーベタギユニロータリーベタギユニオンハイスクールオンハイスクールオンハイスクールオンハイスクール    

1986 年 3 月春日部、杉戸、春日部西、3 クラブ合同の例

会の折、長岡先生の紹介で、元 NHK ベンガル語のアナ

ウンサーの E・A チョウドリさんが卓話に来ました。「私の

ちいさな夢」というタイトルですが、生まれ故郷、チッタゴ

ン、ベタギ村に古ぼけた小さな学校があるのですが、何と 

かしてそれを建て替えたいという壮大な夢です。小中高

合わせて 10 か年制私立学校の校舎、体育館合わせて 3

棟の見積もりは、約 4170 万円でした。チョウドリさんは、

1932 年ベタギ村で生まれ現地の大学を卒業したあと、

1965 年日本国政府奨学生として来日し、国際基督教大

学、東京外国語大学に学び後に米山奨学生となります。

そして帰国後ダッカ大学助教授になります。1973 年に再

来日し、青年海外協力隊語学教師、のちに NHK 国際局

ベンガル語アナウンサーとして勤務し、1986 年にロータリ

ーの友誌で「ベタギ村親善学校」構想を発表します。 

合同例会の後、中村年度になりこの「夢」の実現のた

めバザーや募金、そして地区への働きかけなどの支

援活動に入ります。一度は否決した地区も 2 年後埼

玉が 257 と 277 に分割された後の初代金子ガバナー時、

秋山先生が 277 地区の WCS 委員長になり、その力添え

で 1989 年 2 月現地を視察、地区の事業として取り上げら

れ 1995 年に校舎が完成します。集まった資金総額は

4,154 万円、杉戸 RC からの支援金は 377 万円に達しまし

た。私は言い出しっぺでもありましたので、計 15 回のペタ

ギ行きとなります。頑張りましたね。お手元の資料に当時

のことが書かれておりますのでご覧下さい。 

しかし、これで終わりではありません。’99 年、学校の

隣にある雨漏りする古い診療所の建て替えをするため、

私はあらたに寄付を募りました。71 万円の寄付金で約 20

坪の新しい診療所を建設しました。その建物は今でも使

われており、入口には杉戸ロータリークラブ寄贈のプレー

トが掲げられています。 

さらにチョウドリ氏はハイスクールを卒業する生徒と地

域住民の手に職を付けたいとの思いから、第 2 の夢とし

て旧校舎を改修し職業訓練所造りを独力で始めます。

2000 年頃の事です。それを知った私は 200 万円を寄付し

ますが、’02 に始まる関口ガバナー年度で関口氏から

100 万円の寄贈もあり、計画は順調に進んでいたとこ

ろ’04 年 1 月チョウドリ氏が現地で突然の死去。そんな

折、’05 年に始まる森田ガバナーの尽力で「ロータリー職

業訓練所」として完成。’06 年完成式典を行います。しか

しミシン 15 台、パソコン 20 台で始まった訓練所も現地に

しっかりした管理者がいないため運営がうまくいかず、今

では中国系の企業の工場になっています。チョウドリ氏

の早い死が悔やまれますが、国際間の奉仕活動の難し

さを思い知らされました。 

このように私も今より若い頃は、地区に出てロータリー

活動を精力的に行ってきた時期もありましたが、今はもう

年をとってしまい昔のような気力はありません。 

古代のインドの、人の一生を 4 つに分ける思想で「学生

期（がくしょうき）」 「家住期（かじゅうき）」「林住期（りんじ

ゅうき） 「遊行期（ゆぎょうき）」というのがあります。遊行

期は人生の最後の締めくくりである「死」に向かって帰っ

てゆく時期。私はこの遊行期をどのように過ごすか考えま

した。これから先そんなにも時間はありませんので、会社

はバトンタッチしまして、放浪の旅に出ようかと思っており

ます。もともと放浪癖があるようです。種田山頭火という

俳人をご存じでしょうか？定型に縛られずに作られる俳

句自由律俳句（じゆうりつはいく）で著名な人です。「どう

しようもない私が歩いている」などの俳句を詠んでいます

が苦渋に満ちた身の上を引きずりながら放浪の旅をする

様が浮かんできます。彼の人生は波乱万丈で酒豪でした。

山頭火は晩年の日記に「無駄に無駄を重ねたような一生

だった、それに酒をたえず注いで、そこから句が生まれた

ような一生だった」と記しています。 

私は俳句を詠むような才能がありませんので、カメラを

片手に昼は種田山頭火のように放浪し、夜は酒場ライタ

ーの吉田類のように場末の酒場に顔を出して地の物を肴

に旨い酒を呑む・・そんな余生を楽しもうかと思っておりま

す。 

余談ですが私のベタギとの携わりの中で関口博正 PG

を始め多くの方々から寄附金を頂きました。なかでも印象

に残りますのは、どうせ税金で消えるのだからとまとまっ

た寄附を即座に提供された田中正夫さん、言いにくい金

子を申し出たところ「わかった」とすぐに用意して頂いた長

岡先生・・・。ロータリーで結ばれた仲間は良いものです。 



会員会員会員会員報告報告報告報告                                                                                                                        篠原篠原篠原篠原会員会員会員会員    

先月の私の母の葬儀にご会葬頂き

改めてお礼申し上げます。先程、秋山

PG が享年100歳でお亡くなりになった

と言いましたが、私の母は 93 歳でした。

母の姉は 103 歳まで生きて 2 年前に

亡くなりましたので、家族としてはもっ

と長生きしてほしいなあと思っておりました。生前中は、ご

厚情ありがとうございました。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                       折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会員会員会員会員    

会員数会員数会員数会員数    出席出席出席出席    欠席欠席欠席欠席    免除免除免除免除    MUMUMUMU    出席率出席率出席率出席率    

44442222    11119999    22223333    0000    11110000    69696969.04.04.04.04%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                     武井武井武井武井会員会員会員会員    

石井会長石井会長石井会長石井会長：：：：    結婚記念日のお祝いありがとうございます。侍

ジャパン世界一奪還に向けて頑張れ。下津谷さん卓話あ

りがとうございます。 

渡辺幹事：渡辺幹事：渡辺幹事：渡辺幹事：    森友学園の学芸会、第 2 幕があるのですが

楽しみです。 

田中会員田中会員田中会員田中会員：：：：    下津谷会員卓話ありがとうございます。 

深瀬会員深瀬会員深瀬会員深瀬会員：：：：    下津谷様卓話ありがとうございます。 

井上会員井上会員井上会員井上会員：：：：    欠席が多く申し訳ありません。 

細井会員細井会員細井会員細井会員：：：：    春らしくなってきましたね。 

第２３８７回例会第２３８７回例会第２３８７回例会第２３８７回例会    ２０１７年３月２５日２０１７年３月２５日２０１７年３月２５日２０１７年３月２５日    

6666 グループグループグループグループ    インターシティミーティングインターシティミーティングインターシティミーティングインターシティミーティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

長岡会員長岡会員長岡会員長岡会員：：：：    暖かくなりました。    
真中会員真中会員真中会員真中会員：：：：    昨日目出度くギリギリ確定申告終了しました。 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    京都が好きで毎年行っています。今年は 4/6～

4/8 に京都の桜です。今年は開花が遅れ気味なので、運

よく満開と重なりそうでスマイル、スマイル。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    つたない卓話聞いていただきありがとうござ

います。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    秋山 PG のお別れの会、出席して参りました。

100 歳と 10 ヵ月大往生です。口様、卓話ありがとうござい

ます、美挙。 

折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員：：：：    花粉がきつい時期になりました辛いです。 

野口会員野口会員野口会員野口会員：：：：    花粉が多いですね、目がかゆいです。 

矢島会員矢島会員矢島会員矢島会員：：：：    花粉症が久々に復活、まだ若いようです。 

中野会員中野会員中野会員中野会員：：：：    早退します。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：篠原会員：折原（弥）会員：渡辺（嘉）会員：篠原会員：折原（弥）会員：渡辺（嘉）会員：篠原会員：折原（弥）会員：渡辺（嘉）会員：篠原会員：折原（弥）会員：渡辺（嘉）会員：    

古谷会員：古谷会員：古谷会員：古谷会員：    

本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル        

スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額 ２９，０２９，０２９，０２９，０００円００円００円００円 

スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額 ７６５，５００７６５，５００７６５，５００７６５，５００円円円円 

スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額    １，３１，３１，３１，３００，０００円００，０００円００，０００円００，０００円    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 
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