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例会報告

VOL.５７

No. ２７ (No.2624)

２月５日(水) 晴れ (司会 石塚克己委員長)

本例会での主な事項
◎会長挨拶

誕

生

◎国際奉仕委員会フォーラム

祝

≪ご夫人≫宮代会員

中島会員

中山会員

大堀会員

米 山 表 彰

雨谷道夫会員
諸

報

告

ロータリー情報委員会

石井康弘委員長

２月２６日（水）インフォーマルミーティングを開催します。講師には松坂会員をお願いしております。
雑誌委員会

河合恒芳委員長

「ロータリーの友」2月号を紹介いたします。
横組 Ｐ３ ＲＩ会長メッセージ
ロータリアンならびにロータリー家族の皆様、115周年おめでとうございます。
1905年のロータリー創立以来115年の間、ロータリーの理念が変わることはありません。親睦、高潔性、多
様性、奉仕、リーダーシップを保ち続けます。
全ての重点分野で、ロータリープロジェクトは世界中で、人々の暮らしを向上させ、変化に適応する手助
けをしています。ロータリーの奉仕がこれほどの成果を上げている理由である「つながり」を深めることに、
再び全力を傾けようではありませんか。ロータリーは世界をつなぎながら、人々の暮らしを向上させていくの
です
Ｐ７ 特集 ようこそ、島へ！ 数ある島のロータリークラブのうち奄美中央ＲＣ他５島のクラブに、主な活動と
「島の魅力」を語っていただきました。ご覧ください。
Ｐ１６ ２月は「平和構築と紛争予防月間」
奉仕プロジェクトや平和フェローシップなどさまざまな形で、平和な世界づくりに取り組む日本のロータリー
家族を紹介しています。ご覧ください
縦組 表紙は、「ポールハリス」さん（右）と「シルベスター・シール」さん（左）です。ハリスは「当時評判の店
で、シールとスパゲッティ・ディナーを楽しんだ後、初会合に行きました。」と後年語っています。これが、ロ
ータリークラブの第１回会合です。２月２３日は、ロータリーの創立記念日です。詳細はＰ４７をご参照くださ
い。
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Ｐ７７ 聞こえる世界から 聞こえない世界へ そして共に生きる社会へと題して、ユニバーサルデザインア
ドバイザーの松森果林さんのスピーチが掲載されています。
私は全く耳が聞こえません。ほとんどの方は「聞こえない人とのコミュニケーションって難しそうだな」と思
っておられます。しかし、逆の立場の私は「聞こえる人や、手話ができない人とのコミュニケーションは大変
だな」と思うのです。立場が変わればお互い様。立場を変えると対等、違いを知れば豊かになります。
Ｐ７２「この人訪ねて」
大宮シティＲＣ 那須隆男さん。
気象観測用ゴム気球を製造して80年、上尾市にある、トーテックス社長６４歳です。転職を重ねて４度目
は義父から誘われて、となかなかなご経歴です。
最後に、ご投稿のお願いをして、終わりにします。以上です。
幹 事 報 告

五木田利明幹事

週報受理クラブ

なし

例会変更通知

竜ケ崎ＲＣ ２月１８日（火）→２月１５日（土） アルシェ

会 長 挨 拶

瀬戸隆海会長
2 月最初の例会です。今月のロータリー特別月間は平和構築と紛争予防月
間、そして 2 月 23 日から 3 月 1 日までは世界理解と平和週間の特別週間で
す。特に 2 月 23 日は、ポールハリスと 3 人のメンバーが最初に会合持った日、
ロータリー創立記念日でもあります。各クラブは、国際理解、友情、平和へのロ
ータリーの献身を特に認め、強調しなければなりません。
創立記念日に因んで、2 月が平和構築と紛争予防月間になっているわけであり
ます。ここで注意していただきたいのは、我々が世界平和を訴えて平和につい

て議論、構築していく事でもありますが、この月間の趣旨は、財団の補助金を活用して将来の平和の担い
手を育てようという事であります。月信において倉沢パストガバナーは、当地区においても地域貢献をして
いる以上に、将来を担う人材を育てている事について紹介をされております。
さて本日の例会は、先日ツウンバから来られた親善交換学生の報告会であります。国際奉仕委員会、ホ
ストファミリーになっていただけましたご家族の報告を楽しみにしています。
とてもタイミングよく、昨夜ツウンバロータリーのヘレナさんからメールが届きました。内容は以下のとおりで
あります。
Hello Ryukai,
At our club meeting last night we heard a presentation given by Lucy Norman and Sarah Coggan,
our two exchange visitors to you this year.

Lucy and Sarah showed a video clip of their

experiences.
I would like to again say thank you to you and to your club for your hospitality. The two girls
reported that they had a fantastic time and enjoyed wonderful hospitality.

From the highlights

on the video, they appear to have covered a huge range of different experiences – everything
from sumo wrestling to visiting shrines.

The two girls were effusive in their compliments for

your efforts.
Thank you again.
Kind regards,
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翻訳
こんにちは隆海、 昨夜のクラブ会議で、今年の 2 人の交換訪問者である Lucy Norman と Sarah
Coggan によるプレゼンテーションを聞きました。 ルーシーとサラは彼らの経験のビデオクリップを見せま
した。 私はあなたとあなたのクラブにあなたのおもてなしに感謝します。 二人の女の子は、素晴らしい
時間を過ごし、素晴らしいおもてなしを楽しんだと報告しました。ビデオのハイライトからは、相撲から神社
訪問まで、さまざまな体験を幅広く扱っているようです。 二人の少女は、あなたの努力に対する賛辞で
熱狂的でした。 ありがとうございました。
二人とも、とても感激して帰国され、そしてツウンバロータリーと水海道クラブの絆が固く結ばれたことであ
ると、確信いたします。おそらく、次年度へと交流が引き継がれることでしょう。
さて、一昨日は、節分でした。そして、暦の上では春を迎えましたが、暖冬とはいえまだまだ寒さが続きま
す。節分は、年四回あります。立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれの前日であります。特に、立春は一年の
はじめとされ、その前日である節分は年越しという事で今までの邪悪を鬼として、追儺式を行っています。
節分に大豆を撒くのは、五穀の中で一番収穫量があり、後で拾えるし撒いたときに音がするという事で大
豆になったという説が有力とされています。大豆を炒るのは、後で邪悪の芽が出ないようにという事だそうで
す。
大豆のほかにも落花生などが撒かれている地域もあります。豆を撒く時の掛け声にしても、「鬼は外、福は
内」が一般的ですが、昔の藩の当主の名前によって「福は内、鬼も内」とか、「福は内」だけとか、いろいろ
あるそうです。
以前は、各家庭でも豆まきをされていましたが、後片付けが大変という事もあり、神社やお寺でしか豆まき
をしなくなりました。先日の節分でも、増上寺において大澤会員、石井会員と豆まきをしてきました。たくさ
んの芸能人とか相撲界の方とか国会議員の方々と共に、舞台に上がっているのは、気持ちのいいもので
あります。
国際奉仕委員会フォーラム
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出 席 報 告

松崎隆詞副委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５７名

３６名

１９名

２名

０名

６５．４５％

ニコニコボックス

齋藤政博委員長

入金額

41,000 円

累計

1,427,000 円

誕生祝御礼≪ご夫人≫大堀・中島・中山・宮代（久々にインフルエンザになりました。皆様もお気を付けて
下さい）

各会員

国際奉仕の発表楽しみにしています。
国際奉仕委員会ご苦労様でした。

瀬戸・田上

各会員

五木田（利）会員

娘が第２子を出産しました。女性の強さ、逞しさをつくづく実感！

石塚（克）会員

暦の上では春ですが寒い日も続きます。体調には充分気をつけてお過ごしください。肺炎は駄目ですよ。
松坂会員
例会欠席しました。

大塚会員

先週例会欠席しました。

松崎会員

例会欠席しました。お弁当も大変申し訳ございません。
欠席が続きました。

会報委員会

石井会員

荒井会員

福田克比古委員長

染谷正美副委員長
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板垣吉郎委員

