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出席報告　出席委員会　　小野安正君　(出席規定の適用免除会員数 2 名）
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L　会長挨拶　澤田吉夫会長

11月 12日は
1年前にお亡く
なりになられ
た、荒井聖一元
クラブ員の命
日に当たりま
す。山口県出身
の彼は会津が
近いので会津
には気をつけ
ろとおばあちゃんに言われてこちらに来たというのを
口癖のように云っていたのを思い出します。又子供を
たくさん作ってサッカーチームを作りたいとも云って
いたのを、つい先日のように思い出されます。道半ばで
お亡くなりになられたのは残念だったろうと思います。
昨夜テレビのニュースを見ておりましたら、世界で
始めて数滴の血液からアルツハイマー病、痴呆症に将
来なる可能性のある人を見分けることが出来るように
なったとの報道を見て驚きました。今介護で一番困っ
ていることが将来解決できればこの上ないことではな
いでしょうか。予備軍を入れると約800万人居るとい
われております。65歳以上の人で4人に1人の割合で
す。今現在は予防薬などありませんが早急に開発され
ることを望む次第です。
われわれメンバーもけっして若くはありませんので、
健康に留意をして毎日を送りたいものです。
さて過日中国の習近平国家主席とわが国の安倍総理
が2年半ぶりに会談されました。そのときの習近平国
家主席の「笑顔なき握手」の表情には日本国民は驚か

第 2657 回　澤田年度　第 18 回　会報　2014-11-12　司会　安藤譲治 君

日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 11 月 21 日 )2(04 )1(53 人 )1(5 人 %5.78 *

回前 11 月 5日 )2(04 )2(23 人 )0(8 人 %0.08 6人 %0.59

れたのではないでしょうか！日本人なら少なくもあの
ような態度を取る人は少ないだろうとおもいます。「目
は口ほどに物を言う」と言うことわざがありますが、
久しぶりに公の場で又全世界に送られるメディアの前
で見たような気がいたします。さすが日本の安倍総理
の器の大きさがクローズアップされたように思います。
およそ25分間の会談だったようですが、将来に向けて
よい方向の話し合いがされたことを切望いたします。
政治にはあまりのめりこみたくはありませんが、近頃
の近隣諸国との関係は気になってしまいます。気にな
るのは私だけでしょうか！
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L　幹事報告　瀬尾紀夫幹事

1.　ガバナー事務所から「EREY」クラブおよび100％
「財団の友」会員クラブとなり受賞おめでとうござ
いますとの連絡がありました。

2.　那須塩原市社会福祉協議会より第3回実行委員会
の報告及び次回案内が届いており、時庭稔社会奉
仕委員長にお渡ししました。
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L　委員会報告　村山茂副会長

○　秋間忍ゴルフ愛好会会長

ゴルフ愛好会からのお知らせです。
今、出欠を伺う名簿を回覧中ですが、11月24日（月）
に澤田年度第１回のゴルフ愛好会競技会を開催します。
当日は『勤労感謝の日』で仕事はお休みかと思います。
出来るだけ多くの方々の参加をお待ち申し上げます。

〇　福田逸男会員選考 / 職業分類委員長

本日例会終了後炉辺会議を開催します。場所はセン
トロ。
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〇　礒勝彦会員増強委員長

11月9日（日）グランドホテルで行われました「会員
増強セミナー」に参加して来ました。詳細につきまして
は、後日時間が取れました時に報告させて頂きます。
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L  卓話　国際奉仕委員会

○　植竹一裕委員長

本年度、国際
奉仕委員会の
委員長を務め
ております植
竹です。副委員
長に高木茂さ
ん、委員に相馬
征志さんの3名
構成になって
おります。
何故か、卓話は来年2月4日の1回であると思い込ん
でおりました上に、前回の例会が新潟出張と重なり、
例会を欠席しておりましたので、まさか本日卓話にな
るとは思わず、室井プログラム委員長よりご連絡をい
ただかなければ、本日何も用意をせずに出席しており
ました。室井委員長に感謝申し上げます。
2011年 7月に入会させていただき4年目の私にとっ
て、担当する委員会の殆どが初体験の事となり、この
委員会の目的も改めて「ロータリアンの手引き」に目
を通した次第です。そこに書かれている活動指針を読
ませていただきます。「国際奉仕は、書物などを読むこ
とや通信を通じて、さらには、他国の人々を助けるこ
とを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクト
に協力することを通じて、他国の人々とその文化や慣
習、功績、願い、問題に対する認識を培い、国際理解、
親善、平和を推進するために、会員が行う活動から成
るものである。」と書かれてあります。いろいろな解釈
ができる書き方であります。この文章を読んだ時に、
澤田年度が始まった時に、和気副会長が私に下さった
アドバイスがやっと理解できました。それは「国際奉
仕はやろうと思えば何でもやれる。やらなければそれ
ですむ委員会だよ。」と言われたのです。
色々と調べてみると、ロータリー設立当時は、アメ
リカ国内だけということもあり国際奉仕という観念は
ありませんでした。アメリカ以外に拡大を機に、相互
訪問が行われるようになり、外国のクラブ同士との交
流に発展しました。今でいうところの国際交流・親善
から推進される平和的な活動にあたります。相互交流
からボランティア活動へ変遷を遂げたのは第一次世界
大戦のようです。アメリカから派遣されたロータリア

ン子弟に対しイギリスのロータリアンがホストをした
というところから、次第にヨーロッパ各地の避難民に
対する物資の援助、傷病兵に対する慰問、終戦後の復
員兵に対するボランティア活動などに拡大され、時代
とともに今日に至ったと記されております。
第26代大統領のセオドア・ルーズベルトは政治上の
堅い約束や同盟よりも、ロータリーの理念を信じると
言ってロータリアンの国際交流を讃えていました。「奉
仕というロータリーの理想に結束した商業人の世界的
友好による理解、善意および国際的平和の増進」とい
う国際奉仕の考え方は、綱領の改定があろうとも変更
される事なく現在至っております。
第二次世界大戦の時も日本ではクラブの名称を変更
しながら例会を継続し、中止された国でも終戦後すぐ
にその活動は再開されました。
二度目の大戦の後大きな動きとなったきっかけは、
1962年にアジアから最初のRI会長になられたインドの
ニッティン・ラハラーの時に世界社会奉仕の概念を提
唱され、文盲対策・スラム街対策などが実施されまし
た。その後、発展途上国に対する人道的奉仕活動とい
う新しい地域社会に対応する流れが生まれた事で国際
奉仕には大きなふたつの役割が出来たと考えられます。
ひとつは、ロータリアンの世界的親交による国際間
の理解・親善・平和を推進する活動。つまり、国際青
少年交換・米山留学生などあげられます。
もうひとつは人道的奉仕活動として、途上国に対す
る飢餓・貧困・疾病・教育等の国際的援助活動となり
ます。
世界大戦の時代と比べ、具体的活動内容こそ異なり
ますが、人道支援・人道的援助活動という根底は変
わっておりません。
このような大規模な活動指針に対して、黒磯ロータ
リー国際奉仕委員として一体何ができるのでしょうか？
世界的親交による国際間の理解・親善・平和をする
活動という観点では、ひとつのクラブの目線ですから、
海外留学生等の支援。今年度で言えば、青少年奉仕委
員会に協力をする形でのインターアクト海外研修への
協力。米山記念奨学生レ・ハイアンさんへのバック
フォロー。
国際間の理解・親善という観点からは、2015年6月
に開催されるブラジル・サンパウロ国際大会への参加
奨励活動。ということになると思います。
人道的支援という点では、ポリオ撲滅運動への協賛、
突発的に発生した時の物資や金銭面での援助というこ
とになろうかと思います。
世界の中でも恵まれた国にとなった現代を生きる
我々にとって、金銭面の援助という事以外に何かでき
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る事はないのでしょうか？　
2011年3月11日東日本大震災以降、被災者の皆さん
の援助をしたように、国際社会に向けて行動を示す事
は大変重要な事のように考えます。派手なパフォーマ
ンスではなくコツコツとできる事を考えていきたいと
思います。この1年という期間に出来なくても継続し
て出来る事業を考えてみる必要はあるのではないで
しょうか？
また、黒磯ロータリーという小さな単位で難しいな
ら、共鳴していただけるクラブと合同で出来る事業を
考えてみる事も可能性はあると思います。いきなり大
きな事業を行う必要はありません。小さな事で構わな
いから継続してできる事を検索すべきと考えます。例
えば、各家庭で不要になった物でまだ、ちょっと修理
をすれば使える様な日用品や雑貨などの物資を発展途
上国へ寄付等です。国際奉仕委員会が過去にどのよう
な事をされていたかの検証が十分ではない中で、大変
生意気な事をお話ししているとは思いますが、ご容赦
ください。奉仕という事を再度考えた時に、これから
も、出来ることから始める精神をもって活動していき
たいと思っております。
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L ３分間スピーチ  時庭稔君

・・未来のために今出来る事未来のために今出来る事未来のために今出来る事未来のために今出来る事未来のために今出来る事・・

今月に入り、肌寒い日が増えてまいりました。今後、
寒い冬がやってまいります。冬になると、やはり心筋
梗塞などが心配です。このようなことを考えるのも私
自身、最近、健康に不安を感じてきたからではないか
と思います。
先日、免許証の更新の為、警察署に行きました。そ
の際、視力検査を行いましたら、右目0.2、左目0.7で
した。普通自動車免許に必要な視力は、右目0.3、左目
0.3両目で0.7ですから、右目が若干足りません。幸い
左目が見えたので、視野検査を行い150度以上の基準
をクリアし、免許証の条件に「眼鏡等」を記されずに
済みましたが、次回の更新は分かりません。
確かに以前に齋藤先生に診察をして頂いた時、少し
ずつ白内障が始まってきたと言われましたが、最近に
なり全体的に白くぼやけて見える感じがあります。年
齢のせいもありますが、趣味の鮎釣りを行う際、長い

時間サングラ
スをかけるこ
となく、直射日
光が目に入る
ことが良くな
いのではと感
じています。
また、会社で
毎年行う健康
診断では、肝機能検査でγ-GTPが高いと言われます。
昨年も182あり、毎年再検査と言われておりますが、検
査には行っていませんでした。今後も大好きな鮎釣り、
そして日本酒も続けるためには、自分自身で健康に配
慮しなくては、長く続けられないと感じました。
今年の目標として、1月1日から毎日30分歩くこと
を設定しました。時間がない時は教習所内コースを歩
き、指導員方に監視の目が届き、私は運動になり、互
いに良いだろうと感じていましたが、忙しさを言い訳
に５月頃に断念しました。来年は何とか１年間歩き続
けられるように努力したいと思います。健康でいられ
るために今出来ることを考え実行することが、長く人
生を楽しめることとなり、結果、未来のために今出来
ることなのだと思います。これからも健康管理をしっ
かり行いたいと思います。

☺  ニコニコボックス　鳥居輝一君

澤田　吉夫君　日増しに寒くなってきました。
村山　　茂君　アーモンドの木を植えました。実がな

るのは何年後かな？
高根沢邦夫君　結婚祝い有り難うございました。
荒牧　明二君　誕生祝いありがとうございました。
田中　　徹君　日曜日午前、隣家が全焼。“火”は怖い。
檜山　達郎君　結婚50年何とか無事これまでたどり着

くことが出来ました。有り難うござい
ます。控えめに!!

次回例会　　　平成 2 6 年 1 1 月 1 9 日　　　担当広報・ＩＴ委員会

●　11月 12日欠席(敬称略)
深町彰・遠藤清和・室井次男・黒澤洋一・豊田哲司・
平山博

○　前回11月 5日分メークアップ(敬称略）
檜山達郎・植竹一裕・高根沢邦夫・鈴木久雄・上野
和昭
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