
   
    

 

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ 

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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会長会長会長会長    中野中野中野中野    恒明恒明恒明恒明        幹事幹事幹事幹事    折原折原折原折原    正昭正昭正昭正昭 
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第２４０４第２４０４第２４０４第２４０４回例会回例会回例会回例会    ２０１７年７月２０２０１７年７月２０２０１７年７月２０２０１７年７月２０日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     中野会長    

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                我等の生業    

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                    栗原会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介             

 ライラ研修生 ウム・ヴェルト㈱  田口 淳 様 

金山 裕里 様 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                         中野中野中野中野会長会長会長会長    

 本日は例会場の件について、皆

様にご迷惑をおかけしましたことお

詫び申し上げます。ご存じの通り昨

年度から中央印刷の駐車場が使用

できなくなり、42 人の会員数のクラ

ブとしては重大な事案となっていま

す。また、さいしんのお客様から「車が駐車できない」とク

レームが来ているということを支店長から言われましたの

で、第 3 例会は移動例会にしましたが、本日は和泉屋に

急なお客様が入り駐車場が満車となってしまいました。ロ

ータリーの安いお弁当で和泉屋さんに昼間を貸し切りに

させるのも申し訳ないのでこのような事態になりましたが、

今後はまた違う方向で考えますのでご理解をお願い致し

ます。 

 そして、先週のあいさつ運動では、大勢の皆様にご参加

頂きありがとうございました。日頃例会に参加できない会

員にも声がけを致しまして、協力を仰ぎました。すると終

わった後に「朝の活動であれば次回も参加するよ」と言っ

て頂きましたので、今年度の目標のひとつである「月 1 回

の例会出席義務」が果たせると期待しています。 

 次に、月初に皆様に 3 名の新入会員異議申立書にて入

会の審議を致しましたところ異議申し立てがございませ

んでしたので、7 月 27 日の親睦夜間例会にて入会式を行

いたいと思いますので皆様の出席をお願い致します。 

 

そして、8 月 4 日（金）恒例の「凸版印刷ビール祭り」が

開催されます。これは、凸版から直接皆様に案内が送ら

れて来ていますので、事務局ではなく凸版に返信をお願

い致します。まだ返信が来ていないようなので出席される

方は早めにお願い致します。 

  更に 8 月 6 日（日）は当クラブ恒例の新井工業さん 1F

での「流灯まつり親睦例会」があります。私と幹事、戸賀

崎会員は青少年奉部門セミナーがありますので準備の

段階では参加できませんが終わり次第駆けつけますの

で皆様のご理解をお願い致します。今回は親睦委員会よ

り馬場会員をリーダーに動いておりますので、いつも流灯

祭り例会で活躍して頂いている会員の方は、馬場会員に

協力して頂きたくお願い致します。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        折原折原折原折原幹事幹事幹事幹事    

� ガバナー事務所より、平成 29 年 10

月 16 日（月）プレステージ CC にて

開催される「地区大会ポリオ撲滅

チャリティーゴルフコンペ」の案内

が届いております。各クラブ 4 名以

上（地区役員を含む）となっており

ます。地区役員が欠席の場合は、会長がメンバーの

選出を致します。    

� ガバナー事務所より、九州北部豪雨災害義援金の

協力のお願いが届いております。被災地区である第

2700 地区(九州北部) より、国内各地区に義援金の

緊急要請がありました。1000 円×会員数以上になっ

ております。また、可能な場合は街頭募金等を展開

して戴けると有り難く、合わせてお願い申し上げます

と書かれています。 

� 青少年奉仕部門より、平成 29 年 8 月 26 日（土）獨協

大学で開催される「第 30 回インターアクト年次大会」

の案内が届いております。    



2016201620162016----17171717 年度ライラ研修報告年度ライラ研修報告年度ライラ研修報告年度ライラ研修報告            

ウム・ヴェルト㈱ウム・ヴェルト㈱ウム・ヴェルト㈱ウム・ヴェルト㈱        金山金山金山金山    裕里様裕里様裕里様裕里様    

 今回研修で平和について学びまし

た。資料館に行き、特攻隊で命を落と

した人が沢山いて、その年齢は私と同

じくらい、もっと若い人が沢山いたとい

うことにとても驚きました。実際の顔写

真などを見ることにより、映画やドラマ

ではなくより現実的に戦争を捉えることができるようにな

ったと感じました。国のため、愛する家族のため自分の命

をかけるといのは今を生きる私たちには想像出来ない程

の覚悟が必要で、怖がらずに飛んで行ったのではと最初

考えていました。しかし、実際は死ぬことや大切な人達と

の別れに怯え泣き叫ぶ事もあったと聞き、私達と何も変

わらない同じ人間だと感じました。今の私たちは自分の

意見を言い、選択することが自由に出来ます。しかし戦

争の頃は、命は大切、生きたいという今では当たり前の

事ですら口に出すことすら罰せられ、死にに行かされる。

運良く生きていても命令違反になり、死ぬまで飛ばされる

生きることが許されず、生きて欲しいという願いすらも許さ

れないものだという信じられない時代だったんだと痛感し

ました。実際に特攻に行った人の被害はもちろん、その

人達を思い傷つき、後を追ったような人達を入れるとどれ

だけの人達を苦しめたのだろうかと思いました。私たちは

その人達の犠牲の上に今を生きているという事を忘れず、

同じ事を繰り返さないように、しかし誇りを忘れずこれか

らを生きて生きたいと感じました。 

 今の私たち

はなんでもある

のが当たり前で、

昔の様な辛い状

況を理解し共感

することはそん

な簡単なもので

はないと思います。さらに本当に理解することは出来ない

のかもしれません。しかし、それでも実際にあった事を学

び、考え自分なりに吸収することは出来ます。それを忘れ

ず、今後に活かす事が先人達の意志を継ぎ、今を生きる

私たちの使命なのではないかと考えます。まだ戦争につ

いて知らない事ばかりですが、今回の研修がそれを知っ

ていく良いきっかけになったと考えます 

ウム・ヴェルト㈱ウム・ヴェルト㈱ウム・ヴェルト㈱ウム・ヴェルト㈱        田口田口田口田口    淳淳淳淳様様様様    

今回、「平和」をテーマとしたライラ

研修に参加し、特攻隊の方々の資料

を見ることで、日常では体験できない

事や、知りえなかった事実の一部を

知ることができた。そして、個々の「平

和」について考えることにより、より広

範囲な「平和」の捉え方にも変化があった。 

 知覧の平和会館には、特攻隊の方々が家族に宛て

た手紙もあり、そこには、母親や妹の幸せだけを願った

内容や、日本という国のためではなく、家族を守るために

特攻をするといった内容の手紙が多くあった。今日まで、

私は、戦時中には一種の宗教のような信仰や敵国に対

する気持ちが原動力となった行動が多く取られているも

のだと考えていが、実際に現場で戦っていた多くの方々

が、敵国などの外の世界で

はなく、家族などの内側の

世界に強い気持ちを向けて

いたものが強い原動力とな

っていたのだと感じた。 

 また、富屋食堂では、残された者のその後の現実と、

リアルで具体的な気持ちを聞くことができた。今回語って

くれた方は、戦争で、自分より年も若い多くの青年が、残

っていく人々に笑顔を見せながら自ら命を絶っていったと

話していた。私は、それを聞いて、特攻隊の方々の心が

とても豊かなものだったのだと気付いた。戦時中の限ら

れた自由や恵みの中でも笑うことや幸せを感じる気持ち

を忘れなかった彼らの心は、今日の世の中の目指すべき

平和には欠かせないものだと感じた。 

 私の生きている現代の日本では、戦争のような大き

い規模の争いは無い。しかし、外に目を向けてみるとアジ

アでは、日本に直接危害が加わる可能性のある脅威が

存在している。また、日本国内をとってみても、今年Ｇ7 が

発表した世界幸福度ランキングによる日本の順位は 51

であるなど、決して不幸ではないが、あまり幸せを実感し

ていない人数多くがいることがうかがえる。では、いま私

たちに足りていないものは、なんだろうかと考えたときに、

個人の所得率や、国の打ち出す政策なども原因の一つと

言えるだろうが、それよりも一人一人の、幸せを感じる度

合や幸せを捉える力が低下していることが一番の原因だ

と考える。確かに、私たちには、明日に対する生命の危



機などの危機感は限りなく薄いため、日常の出来事を噛

みしめながら生きることは難しいのかもしれない。しかし、

今回の研修のような過去の悲惨な歴史やその当時の

人々の心情を知ることで、明日からの生き方や物事の捉

え方を変えることはできると考える。特攻隊として命を絶

って行った当時の青年たちが、ご飯を食べられることや、

春になると風が心地よく花の香りがすることに気分がよく

なることや、家族や恋人と過ごせる何気ない時間に限り

ない幸せを見出していたように、今日の私たちにも一つ

一つのことに幸せを見つける努力が欠かせないと感じる。

その努力が自分を幸せにし、その自分が他者を幸せにし、

またその他者が自分を幸せにしていくのだと考える。私

は、そうしたことが結果として大きな平和につながっていく

ものだと考えると同時に、そうであると信じている。 

ライラ委員会報告ライラ委員会報告ライラ委員会報告ライラ委員会報告              ライラ委員会ライラ委員会ライラ委員会ライラ委員会    折原委員長折原委員長折原委員長折原委員長 

「ロータリー青少年指導者養成プロ

グ ラ ム 」 （ Rotary Youth Leadership 

Awards）通称「RYLA（ライラ）」は、生

徒や学生から、30 歳前後を上限とし

た青少年を参加者として、リーダーシ

ップを養うための活動を行うことを目

的としています。作年度は、4 月 15 日～17 日鹿児島県へ

平和研修として 2 日目に知覧特攻記念会館を訪れました。

記念会館の中は、海から引きあげた零戦や特攻兵の青

年男子が残した手紙などが、当時を彷彿とさせるものが、

数多く展示されていました。昨年度は、当クラブからは、3

名の研修生を派遣しこのよう

な報告会を開いて頂きありが

とうございます。今年度はラ

イラ委員長として改めて研修

生派遣のご協力を宜しくお願

い致します。 

第第第第 13131313 回市民講座報告回市民講座報告回市民講座報告回市民講座報告                                          石井副会長石井副会長石井副会長石井副会長 

7 月 15 日（土）宮代町コミュニティセンター進修館にて

開催されました第 13 回市民講座にポリオ募金活動を行

いました。当日財団のセミナーに出席の中野会長に代わ

りまして挨拶をして参りました。

テーマは「高血圧と下肢静脈

瘤」です。大勢の来場者があ

り募金は、10,510円集まりまし

たのでご報告致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           石塚石塚石塚石塚会員会員会員会員    

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    18181818    22224444    0000    11110000    66666666.70.70.70.70%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           落合落合落合落合会員会員会員会員    

中野会長中野会長中野会長中野会長：：：：    梅雨も明けたようです。お体に気を付けてくださ

い。ライラ報告有難うございました。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    RYLA 研修生、田口君、金山さんようこそ！ 

小柳小柳小柳小柳会員会員会員会員：：：：    大変お世話になります。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    毎日暑い日が続いています。先日の挨拶運

動で子供連れの笑顔からパワーもらえました!!地味かも知

れませんが地元に直接つながるすばらしい事業だと実感

できました。 

石井石井石井石井会員会員会員会員：：：：    関東甲信越地方梅雨明け、いよいよ夏本番で

す。熱中症に充分注意して、水分をこまめに補給して下さ

い。ウム・ヴェルト㈱、田口様、金山様、ライラの報告あり

がとうございます。 

仁部仁部仁部仁部会員会員会員会員：：：：    やっと通常営業にもどれました。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    古谷さん、町長選おめでとうございました。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    セミナーに中野会長はちゃんと来ていることを

ご報告致します。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそ。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    研修生の皆様ようこそ。 

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員：：：：    田口様、金山様ようこそお越しくださいました。 

野口野口野口野口会員会員会員会員：：：：    おつかれさまです。    

篠原篠原篠原篠原会員会員会員会員：：：：田中会員：細井会員：田中会員：細井会員：田中会員：細井会員：田中会員：細井会員：    お客様ようこそ。 

折原折原折原折原会員会員会員会員：：：：真中真中真中真中会員会員会員会員    

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 ２５２５２５２５，０，０，０，０００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 ６３６３６３６３，０００，０００，０００，０００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✽✽✽ 

２０１７年７月２７日親睦ゴルフ２０１７年７月２７日親睦ゴルフ２０１７年７月２７日親睦ゴルフ２０１７年７月２７日親睦ゴルフ    

親睦ゴルフ（東松苑親睦ゴルフ（東松苑親睦ゴルフ（東松苑親睦ゴルフ（東松苑 CCCCCCCC））））    

    

    

    

    

    

    

    



第２４０５回例会第２４０５回例会第２４０５回例会第２４０５回例会    ２０１７年７月２７日２０１７年７月２７日２０１７年７月２７日２０１７年７月２７日    

夜間例会（和泉屋）１８：３０点鐘夜間例会（和泉屋）１８：３０点鐘夜間例会（和泉屋）１８：３０点鐘夜間例会（和泉屋）１８：３０点鐘    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     中野会長    

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                 奉仕の理想    

新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利根川 純子（とねがわじゅんこ） ピュア S44.1.22 

大作貴洋（おおさくたかひろ） 和泉屋 S41.4.14 

山崎 正行（やまざきまさゆき） 山崎開発㈱ S38.10.5 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           石塚石塚石塚石塚会員会員会員会員    

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    

45454545    29292929    16161616    0000    10101010    88886666.6.6.6.60000%%%%    

    

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 ４２４２４２４２，０，０，０，０００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 １０５１０５１０５１０５，０００，０００，０００，０００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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