
第1808回例会

　第２分区インターシティーミーティング（合同例会）

　　テーマ：「原点回帰を目指して」

　　日　時：平成26年11月18日（火）15：00～19：30

　　場　所：フローラ西船

◎本日の出席状況

　出席：29名（25名）中13名　52.00％

　欠席：草野・柴田・松本・長野・中村・織戸・鈴木（恭）・度会・守屋・金子・輪湖・高橋・

　　　　（藤井・遠田・山口・武市）各会員

No. 1808・1809・1810合併号　　 2014年 12月 11日発行

11／18、I.Mフローラ西船　大家会長エレクト、クラブ発表

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


◎メークアップ

　11／13分～藤代～11／16船橋をきれいにする日

　11／18分～草野・金子・輪湖・長野・鈴木（恭）～11／16船橋をきれいにする日

◎メークアップ扱い

　船橋をきれいにする日出席：11月16日

　　藤代・金子・草野・岡田・大家・鈴木（恭）・鈴木（隆男）・相澤・輪湖・長野・佐々木

　　ゲスト：鈴木崇元会員・金子夫人

◎IM発表　船橋東RC　会長エレクト　大家　浩明　

《プログラム》

　15：00　点鐘

　　　　　国家・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

　　　　　開会挨拶・来賓・講師紹介　第２分区ガバナー補佐　　　　渡邉　幸一（鎌ヶ谷RC）

　第１部：基調講演　　「原点回帰」　　講師パストガバナー　　　　　森嶋　庸吉（船橋西RC）

　第２部：クラブ発表　発表者　　　　船 橋 R C ：会長エレクト　森嶋　康長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　船 橋 西 RC ：会長エレクト　斉藤　弘之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌 ヶ 谷 RC ：会長エレクト　樋口　弘次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　船 橋 東 RC ：会長エレクト　大家　浩明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　船 橋 南 RC ：　　　　　　　堀井　正雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　船橋みなとRC：　　　　　　　木村　孝夫

　講　評：　　　　　　　　　　　　　ガバナーエレクト　　　　　　櫻木　英一郎（千葉RC）

　感謝状・記念品贈呈　　　　　　　　直前ガバナー補佐　　　　　　森嶋　康長

　次年度ガバナー補佐紹介・挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　昌男（船橋西RC）

　次年度ホストクラブ会長エレクト挨拶　　　　　　　　　　　　　　斉藤　弘之（船橋西RC）

　第２分区ゴルフ大会のお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　皆川　　隆（鎌ヶ谷RC）

　お礼の言葉・点鐘　　　　　　　　　ガバナー補佐　　　　　　　　渡邉　幸一（鎌ヶ谷RC）

　懇　親　会：　　　　　　　　　　　アトラクション　　　　　　　津軽三味線・民謡

　閉会の挨拶：　　　　　　　　　　　ホストクラブ会長エレクト　　樋口弘次（鎌ヶ谷RC）



《ＩＭ 発 表》

　　原点回帰と私のロータリークラブ

 船橋東ロータリークラブ　2015年度会長エレクト　　大家　浩明　

　今回のIM のテーマが「原点回帰と私のロータリー」ということですので、私もロータリーの存在を知っ

たときの原点に遡って、船橋東クラブに参加した頃を振り返り、私にとってのロータリークラブを考えてみ

たいと思います。

１　始めに

　　私は、今から12年前の平成14年に船橋東クラブに参加しましたが、ロータリークラブの存在を知った

のは、昭和58、59年頃です。いまから、約30年前になります。事務所は弁護士１名・事務員１名で、私

は勤務をしながら、和文タイプを打ちながら、司法試験を受験していました。

　　当時、事務所の弁護士から、「神奈川県で新しいクラブが設立されるということでチャーターメンバーに

なった」と聞いたことがロータリークラブを知るきっかけでした。

　　その弁護士は、「大家君、君も将来弁護士になったら、是非とも、ロータリークラブに参加しなさい。弁

護士は、広く浅く、そして深く世間の事を知っていなければならない。その点、ロータリークラブは１業

種１名のその業界で信頼の置ける方が参加しており、しかも、自分の企業活動とは別に奉仕活動も行って

います。なかなか出きないことです。異業種交流の場として、ロータリーは弁護士の職責に もふさわし

い団体の一つです」といつも話されていました。

　　そこで、私も弁護士の仕事に就いたときは、是非とも、ロータリークラブの活動に参加してみたいと思っ

ていました。

２　船橋東クラブへの参加

　　私は、平成６年８月に船橋市役所の近くの湊町で「京葉法律事務所」を開設しました。今年で丁度20歳

の成人を迎えました。

　　名前から分かるように私は、市井の方々に身近な法律事務所をと思い、「まちかど」の名称を付けました。

　　すると、平成14年の年が明けてから、当時の船橋東クラブの相澤会長に声を掛けていただきました。

　　事務所を開設して以来、日々の仕事に追われてなかなか参加ができなかったのですが、その時、偶々相

澤会長に船橋東クラブに誘っていただき、参加することに決めました。

３　時代の変化と弁護士業務

　敢　「口コミ」とIT革命

　　　私が、いまから30年前にお世話になった事務所では、弁護士から、よく「弁護士の心懸け」を聞かせ

ていただきました。

　　　「大家君、私たちの仕事は『職人仕事』であり、勝つ事件は勝ち、負ける事件は負ける。勝つ事件で

負けてはならないし、負ける事件で勝ってはならない」「金額が大きい小さいに関わらず、その人にとっ

ては、一生に一度あるかないかの事件である」「１つ１つの事件を地道に丁寧に誠実に解決してゆけば、

依頼者が新しい依頼者を紹介してくれる」と言われました。

　　　実際、私はどこまでできたか分かりませんが、いわゆる「口コミ」でなんとか事務所経営を維持して

来られました。

　　　しかしながら、いまから８年前にいわゆる新司法試験が実施されてからは、弁護士の人数は爆発的に

増えています。

　　　私は千葉県弁護士会京葉支部に所属していますが、平成６年当時、市川市・船橋市・浦安市に事務所



を構えている弁護士は20名に足りませんでした。しかしながら、現在は100名を超え、当時と比べて５

倍以上になりました。

　　　そして、私よりも期の若い弁護士で登録10年前後の弁護士からは、事務所のHPをインターネットで

開設し、メールでも法律相談も受けるという時代に変わってきました。弁護士の世界でもインターネッ

ト時代なのです。

　　　「口コミ」という言葉は、死語になりつつあり、半分冗談・半分本音で私のような弁護士は「絶滅危

惧種」と話していますが、私は「『口コミ』弁護士のままで良い」と半分開き直っています。

　柑　訴訟社会の兆候

　　　弁護士業界に「革命」が起きたように、実は、商取引の世界でも、「革命」が起きています。特に消

費者契約法が平成12年に制定されて以来、事業主の消費者に対する説明責任や付随的義務が大きな問題

としてクロースアップされています。

　　　そして、弁護士が増えたことに伴って、従来であれば、自己責任で済まされていたことが、裁判の土

俵に乗るようになってきました。いわゆる訴訟社会の到来です。

　　　これまで、アメリカでは、「大雪が降ったら真っ先に自宅の前の道路の雪かきをする。通行人が滑って

転んだら、賠償請求をされるから」と言われてきました。

　　　そして日本でもその兆候が現れています。例えば、スーパーの食品売場の床の水滴の拭き取りが不十

分であったために経営者が転倒した消費者に数百万円単位の賠償金が命じられた事例もあります。

　　　また、私は、「民事介入暴力事件」を長く担当してきましたが、それまでは、いわゆる暴力団員の関

わる民事事件が中心でした。しかし、このごろは、「クレーマー」とか「モンスター」といわれる個性

的なお客さんの案件が増えているような気がしています。

　　　そして、この個性的なお客さんに相手方に弁護士が付くことも多くなっています（蛇足ですが、事業

を行われている方は、必ず「事業主賠償責任保険」に加入すべきです）。

　　　また、弁護士も含めて「弱肉強食」の新たな時代が到来したという意識もあります。

　　　まちかど事務所では、大手ゼネコンや大企業の下請いじめを実感することがあります。２件目の下請

仕事を行ったところ、１件目の下請代金を払い過ぎたという理由で、２件目の下請代金を一切払っても

らえないという事例もあります。取引を始めるに当たっては、相手方の属性を見極めることが本当に重

要だと実感します

　桓　以上のとおり、弁護士の世界でも、経済の社会でも時代の大きな転換点を迎えていることは明らかだ

と思います。

５　ロータリ活動について

　　時代は IT革命と訴訟社会を迎えております。しかしながら、そうは言っても、結局は「人と人との繋

がり」「絆」の大切さは、変わらないのではないかと思うことがあります。そして、ロータリークラブの

設立にポールハリスという「弁護士」が関わったことも象徴的な出来事ではなかったかと思います。

　　おそらく、20世紀初頭のシカゴでも商品の代金を踏み倒されたり、騙されたり「誰を信じて良いか分か

らない」という「弱肉強食」の暗黒の時代を迎えたとのではないかと思います。

　　ポールハリスは、「信じるに足りる事業主」に呼びかけて、「人と人との繋がり」「絆」のネットワーク

を広げていったのだと思います。

　　そして、「人と人と繋がり」「絆」の基本は、やはり「口コミ」ではないかと信じております。その中で

「信じるに足りる人」の輪を広げてゆくことが重要ではないかと思います。

　　少しでも、ロータリークラブ・船橋東クラブの「人と人と繋がり」「絆」をよし多くの方々にお伝えし

て参りたいと考えています。　 　　　　　　　　　　　　　　　　



第1809回例会

　親睦グアム旅行　　　　平成26年11月22日～27日

◎本日の出席状況

　出席：29名（26名）中９名　34.62％

　欠席：藤代・伊藤・金子・草野・松本・長野・中村・岡田・大家・佐々木・斉藤（守）・柴田・鈴木（恭）・

　　　　鈴木（隆）・高橋・輪湖・度会（武市・藤井・山口）各会員

◎メークアップ　

　11／27　藤代・伊藤・鈴木（恭）・鈴木（隆）・草野・中村・岡田・佐々木～11／９～献血活動

　　　　　大家・輪湖～11／16～船橋をきれいにする日

　　　　　金子～11／27～東京中央RC

　船橋東ロータリークラブ親睦旅行報告書 親睦委員長　守屋　慶隆　

　11月23日にFish Eyeというレストランにて皆さんで夕食を共にしながらポリネシアンショーを見てまい

りました。相澤会員は特にダンサー達のお客の盛り上げ方に関心をされ、大原会長は子供と共にダンスに加

わり場を盛り上げていただきました。

　11月24日は宿泊したレオパレスのプールサイドを異例ながら貸しきらせていただき、バーベキューパー

ティーを開催。牛肉、豚肉、鶏肉、えび、ホタテ、野菜、その他カレーなどのブッフェもありかなり充実し

た内容のもので良かったと思います。

　11月25日にメインイベントTumon Bayロータリークラブにお邪魔してまいりました。Rindraty会長含

め、コンタクトをとらせていただきました Past会長 Tokitoさん、そして Exective Secretary Kaaihueさ

んに歓迎したいただきとても楽しい時間を過ごすことができました。Tumon Bayクラブは42年の歴史があ

り83名の会員で現在運営されているとのことでしたが出席率が30％だと恥ずかしながらという言葉と共に

説明いただきました。

　例会そのものはとてもオープンな感じで、21ドルのランチフィーさえ払えばどなたでも来てくださいとい

う雰囲気だったのが新鮮でした。食事もブッフェスタイル、驚いたのはそのうちの何品かは会員自らが調理

したものだという！

　その日の卓話は Polioについておそらく国際奉仕委員長からの説明がありましたが、私個人的な意見とし

ては日本の隠匿の精神ではなく情報がオープンな分、どのような活動なのか、現地に一緒に行ける人間、行



けない人間がどう貢献できるかが非常に分かりやすく感銘を受けました。

　ニコニコボックスは紙に書くのではなく、言いたいことがある人はお金を振りかざしボックスに投入して

発言をするというスタイルで、大原会長は100ドルを投入しお礼をたどたどしい英語で述べ私は相澤会員と

山崎幹事からお預かりした20ドルを投入して改めてアレンジメントへの御礼と素晴らしいクラブであるこ

と、またお邪魔させていただきたい旨を伝えさせていただきました。

　初めての海外でのメイキャップでしたが素晴らしい経験でしたし、またGuamに行った際にもランチを食

べがてらまたお邪魔しようと思いました。また海外でのメイキャップをもっと積極的に行い自分自身でその

縁を活用することもロータリアンになった一つのメリットであることを確信することができました。

第1810回例会　2014.12.４　くもり　司会　草野会員

　国歌「君が代」　ロータリーソング「奉仕の理想」

◎本日の出席状況

　出席：29名（28名）中23名　82.14％

　欠席：斉藤（英）・斉藤（守）・柴田・金子・高橋・（武市）各会員

◎ゲスト　米山奨学生　李　大維様

　　　　　川口　和子　様

◎メークアップ

　12／４～金子～11／27～東京中央RC

大原会長

　みなさんこんにちは。会長挨拶をさせて頂きますIM の時には、大家先生らしい感動する話を聞かせて頂

きました。来年は宜しくお願い致します。グアム親睦旅行は、14名参加で行かせていただきました。 終日

にタモンベイロータリークラブというグアムのロータリークラブに参加をさせて頂きましたが、このクラブ

は、アメリカ本土よりも東京の方が近いという事で、東京のロータリークラブの地区に入っているそうです。

中には日本語が話せる方も数名いらっしゃって、すごくフレンドリーな感じでした。一番びっくりしたのが、

そこのクラブの方たちが、お友達と一緒に隣同士で席に座っていて、この人の紹介の何々さんですという形

で紹介されていたので、あの感じでゲスト参加を推進すれば、ロータリークラブに入会する人も増えるので

はないかと思いました。卓話は、女性の方がポリオについて話していました。日本とは寄付の募り方が違い、

真っ直ぐですごくわかりやすかったです。日本みたいな寄付の仕方ではなく、ポリオでお金を使うので、皆

さん毎月10ドルくださいというような、日本人では少し考えられない、そんな寄付の集め方もあるというの

をすごく感じました。まるでイメージが違う異国のクラブに参加させて頂いて、本当に有意義な時間だった

と思っております。

　そして、船橋東ロータリークラブとして、地区のゴルフの方に参加させて頂きました。結果は2790団体で

２位でした。優勝できずに悔しいですが、２位になった事は今までにない事なので、本当に感謝しておりま

す。これも一会にゴルフ会が頑張っていただいている成果だと思いますので、今後とも宜しくお願い致しま

す。まとまりませんが、以上で会長挨拶と代えさせて頂きます。ありがとうございました。

会長あいさつ

塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹塹



山﨑幹事

１．12月のロータリーレートは１ドル112円です

２．12月25日（木）のクラブ忘年例会のお知らせ

　　※12月18日（木）に予定しておりましたクリスマス例会を中止して行います。

　　※尚、12月18日（木）は定款第６条第１節による休会といたします。

　　日　時：12月25日（木）　18：30～20：30

　　場　所：炙り焼　麦酒酒場　三代目山田屋　

　　会　費：会員3,000円・クラブ負担3,000円　6,000円の経費で行います。

３．2015年・新年家族会について

　　日　時：１月24日（土）

　　　　　　受付 18：00　　点鐘 18：30

　　場　所：ホテルニューオータニ幕張　千葉市美浜区ひびの２－120－３

　　登録料：15,000円（内5,000円は記念事業積立金）

　　　　　　家族・有料家族：5,000円　小学生以下：無料

　　※たけのこ掘券の販売も行います。　 締切：１月８日（木）

４．地区大会開催のお知らせ

　　大会第１日目（会長・幹事のみ出席）

　　　日　時：2015年２月21日（土）

　　　　　　　登録開始 12：30　　開会点鐘 13：00

　　　　　　　RI会長代理晩餐会 17：40～20：00

　　　登録料：会員・家族13,000円

　　　場　所：アパホテル＆東京ベイ幕張ホール

　　大会第２日目

　　　日　時：2015年２月22日（日）

　　　　　　　登録開始 ８：30　　開会点鐘 ９：30

　　　登録料：家族3,000円　

　　　　　　　（会員はクラブに6,000円を支払う。会費の中から分担金として地区に支払い済みのため）

　　　場　所：アパホテル＆東京ベイ　申し込み：11月21日～12月26日迄WEB登録

　　※エクスカーションのご案内：２月22日（日）

　　　ホテル　フランクス総料理長　唐澤秀明氏による「お料理を楽しむ会」の講座を行います。

　　　申込書を回覧します

５．地区クラブ奉仕プロジェクト（社会奉仕・国際奉仕）委員長会議のお知らせ

　　日　時：2015年１月23日（金）

　　　　　　 登録 12：30　　開会 13：00～16：00　

　　場　所：ホテルポートプラザ千葉

　　出席者：佐々木奉仕プロジェクト委員長・長野社会奉仕委員長・輪湖国際奉仕委員長

　　締　切：12月20日（金）迄

６．ポイントによる財団ポールハリスフェロー等の認証について

　　・織戸会員のポイントにより織戸亮太様がポールハリスフェローに

　　・鈴木恭浩会員のポイントにより鈴木容子様がポールハリスフェローに

幹 事 報 告



　　・大原会員のポイントにより大原芳枝様がポールハリスフェローとマルチプル２回目

　　・大家会員のポイントにより大家桂子様がマルチプル１回目

　　・山﨑会員のポイントにより山﨑由起子様がマルチプル１回目

　　・金子会員のポイントにより金子雄司様がマルチプル２回目と金子元有章様がマルチプル２回目に

　　・岡田会員のポイントにより岡田博子様がマルチプルマルチプル１回目

　　・相澤会員のポイントにより相澤顕次郎様がマルチプル１回目

　　・山口会員のポイントにより山口幸子様がマルチプル２回目

　　・斉藤守会員のポイントにより斉藤仁（まさし）様がマルチプル１回目

　　にそれぞれ顕彰されました。

７．次年度地区の日程及び会場

　　・地区チーム研修セミナー　：2015年３月７日（土）　　場所：三井ガーデンホテル千葉

　　・会長エレクト研修セミナー：2015年３月28日（土）　　場所：三井ガーデンホテル千葉

　　・地区研修協議会　　　　　：2015年４月29日（祝）　　場所：三井ガーデンホテル千葉

　　・地区大会記念ゴルフ大会　：2015年10月５日（月）　　場所：レイクウッド総成カントリークラブ

　　・地区大会　　　　　　　　：2016年２月６日（土）・７日（日）　場所：アパホテル＆東京ベイ幕張　

８．地区大会記念ゴルフ大会報告

　　場　所：キングフィールズゴルフクラブ　選手大原・平山・瀧　補欠山﨑

　　参加者：169名　船橋東RCは団体準優勝しました。

　　　　　　大原　　　：アウト 38　 イン 38　 グロス76　 HD 3,6　  15位

　　　　　　平山　　　：アウト 41　 イン 41　 グロス82　 HD 10,8　  ９位

　　　　　　瀧　　　　：アウト 43　 イン 41　 グロス84　 HD 12,0　12位

　　　　　　山﨑（補欠）：アウト 49　 イン 45　 グロス94　 HD 14,4　125位

回覧物　１．国際交流協会第58号ニュース

　　　　２．財団ニュース12月号

理事会報告（12月定例）

１．12月18日（木）のクリスマス例会を12月25日（木）の家族合同忘年会に変更する件　（昼間ゴルフ会

コンペ）

　　日　時：12月25日（木）　　点鐘18：30分　　終了20：30

　　場　所：炙り焼　麦酒酒場　三代目山田屋　船橋市本町１－４－９　浦辺ビル２Ｆ

　　会　費：3,000円（飲み込み6,000円の内3,000円クラブ負担）

　　※12月18日（木）の例会を定款第６条第１節による休会とする。

　　※承認

２．2015年１月24日（土）の新年家族会について　※１月22日（木）の例会振り替

　　日　時：１月24日（土）　　受付18：00　　点鐘18：30　

　　場　所：ホテル・ニューオータニ幕張　千葉市美浜区ひびの２－120－３

　　登録料：会員：15,000円（内5,000円は記念事業積立金）

　　　　　　家族：夫人・有料家族：5,000円　　小学生以下：無料　　※たけのこ掘券は販売する。

　　締　切：１月８日（木）※積立金分は全員領収する。

　　※承認



３．2790地区大会のお知らせ（登録について）

　　日　時：2015年２月21日（土）～22日（日）

　　場　所：アパホテル＆東京ベイ

　　大会第１日：２月21日（土）　　登録開始 12：30　　点鐘 13：00

　　　　　　　　※会長幹事のみ出席

　　　　　　　　・RI会長代理晩餐会　17：40～20：00

　　　　　　　　登録料：会員家族・13,000円（会長・幹事・希望者）

　　大会第２日：２月22日（日）　　登録開始 ８：30　　点鐘 ９：30

　　　　　　　　登録料：会員無料・事務局無料　家族：3,000円　

　　　　　　　　※ただし、会員は登録料6,00円を徴収する（全員登録）

　　　　　　　　　１名7,200円を地区に分担金として納入済みのため（７月理事会決定事項）

　　申し込み：11月21日～12月26日迄　WEBで登録する。

　　※承認

４．2015～2016年度役員・理事の報告（指名委員会より）

　　※報告通り承認

５．「少年学童野球　第８回船橋中野球教室」大会協賛について

　　日　時：2015年１月11日（日）　開会式 ８：00～　第１試合 ８：30

　　場　所：船橋市立船橋中学校　　 集　合 ７：45

　　※協賛金は５万円　但し、10回開催までの協賛は行うがその後に関しては未定とすることを確認し、学

校側にもその旨伝える。当日はクラブジャンパーを着用する。

６．夏見「母子ホーム」クリスマス会招待について

　　日　時：12月13日（土）　18時～20時

　　お祝い金１万円を持参　山﨑幹事出席

７．高橋　純代会員の退会について

　　※体調不良により12月末での退会を承認。幹事経験者でありクラブより記念品を差し上げることを承

認

「報告事項」　2015～2016年度　地区青少年奉仕委員会に、藤代清七郎会員を推薦。

◎各委員会報告

　ロータリー財団委員会 鈴木（恭）委員長

　　ポールハリスフェロー表彰

　親睦活動委員会 守屋委員長

　　グアム旅行報告

　社会奉仕委員会 長野委員長

　　船橋をきれいにする日　報告



　雑誌会報・広報委員会 

　　ロータリーの友を読もう　2014年12月のみどころ

　　横組み

　　　RI指定記事

　　　家族でロータリーに参加しよう Ｐ３　RI会長　黄其光（Gary C.K. Huang）氏

　　　　　「今のロータリー年度で、皆さんの多くが皆さんの家族にロータリー、そしてローターアクトや

インターアクトへの入会を勧めてくださることを望んでいます。ロータリーに家族を連れてくるこ

とは、『ロータリーに輝きを』もたらすだけではなく、皆さんの人生そのものにも輝きをもたらす

ことにもなります」と会長は述べています。

　　　特集　ロータリー家族月間　共にロータリーで…… Ｐ７－15

　　　　　12月は、家族月間です。「ロータリアンの配偶者」、そして「夫婦共にロータリアン」として活動

している事例をご紹介しています。これらの情報提供には、全国34地区のロータリーの友地区代表

員のご協力を得ました。

　　　奉仕で支え　笑顔を広げる 　　 会員配偶者主体の奉仕活動

　　　　ロータリーの会合だけでは得られない絆　　 浜松RC夫人奉仕部の歩み

 浜松RC夫人奉仕部　伊藤　光子 氏

　　　　楽しく活動、強制しないのが長続きの秘訣　　 前沢RC若竹会

 前沢RC若竹会会長　菅原　民子 氏

　　　　園児からお年寄りまで　　 地域の施設で奉仕する宇都宮東RC夫人の会

 宇都宮東RC夫人の会会長　加藤　啓子 氏

　　　　少しでも　できることを… 　 東京銀座RC土曜会　52年目を迎えて

 東京銀座RC土曜会代表　岡崎眞理子 氏

　　　　フラダンスチーム、大活躍！　　 川口シティ鳩ヶ谷RCとロータリー家族

 川口シティ鳩ヶ谷RC　伊藤　秀穂 氏

　　　よねやまだより“よねやま”から広がる新しい世界 ② Ｐ30－31

　　　　家族の絆で結ぶ懸け橋

　　　　　越谷RC　 カウンセラー　須賀　定吉　さん

　　　　　米山学友　グェン・デュン・ティハイ　さん

　　　　　　先月からスタートした新シリーズ「“よねやま”から広がる新しい世界」。第２回となる今回は、

ベトナム出身の元奨学生、グェン・デュン・ティハイさんと、そのカウンセラーを務めた越谷

ロータリークラブの須賀定吉さんを紹介します。共に、米山奨学生になって、カウンセラーになっ

て生まれた一番の変化は「家族が増えたこと」と答える二人ですが、その絆はグェンさんの母国、

ベトナムでの国際奉仕活動を通じて一層強くなったようです。

　　縦組み

　　　海外見聞録 Ｐ４－８　当別町町長　宮司　正毅 氏

　　　　　日本の常識は必ずしも世界の常識にあらず、　ということを知った上で、日本人が持つ世界でも稀

なる勤勉さを生かし、多様性に対応していく姿勢を忘れぬ限り、日本の将来は安泰ではないでしょ

うか。



　　　わがまち・・・・・そしてロータリー Ｐ９－12　文・池辺史生 氏　写真・佐藤　敬 氏

　　　　りんご可愛や　可愛や城下町　この故郷をどう活気づけるか

　　　　　ロータリアン個人に焦点を当てた「この人、この仕事」に代わる、2013年10月号からスタート

した今年度の新連載です。「わがまち」を通じてロータリーと地域のかかわりを紹介します。今回は

青森県弘前市です。

　本日の卓話　　「カンボジア学校訪問について」　 川口　和子　様　　

　

・久々の参加です。そして今日は早退いたします。すいません。 松本　健

・背伸びして見る海峡を～対岸はアフリカ大陸、ジブラルタル海峡迄行ったスペインの新婚旅行から33年

たちました。結婚祝いありがとう。 遠田　毅

・先月、結婚祝いを頂きました。感謝いたします。 藤井　仁毅

・結婚祝いを頂きありがとうございました。11年たちました。 長野　春信

・結婚祝いを頂き感謝します。今後も夫婦とも元気でやってます。 岡田　敏男

・結婚祝いありがとうございます。お蔭で今年も思い出せました。 守屋　慶隆

・IM・親睦旅行・船橋をきれいにする日・地区ゴルフ、皆さん本当にありがとうございます。川口さんカン

ボジアよろしくお願いいたします。 大原　俊弘

・守屋親睦委員長へ、タモンベイRC訪問は心強く初めての海外クラブ出席助かりました。ありがとうござ

いました。 山﨑　新一

・グアム・タモンベイRCでのメークアップのギャップに戸惑いを覚え、ロータリーソング？が聖者の行進、

面白かったです。 遠田　毅

・グアム旅行、お疲れ様でした。参加できず申し訳ございませんでした。お土産ありがとうございました。 

 中村　和一

・グアムでのタモン RCの例会出席大変歓迎され感激しました！特によかったのは大原会長が奥様と息子の

コウシロウ君の前で会長が英語でスピーチしたのはビックリしました。山﨑幹事、守屋委員長ありがとう

ございました。 相澤　友夫

・グアム旅行の参加者の皆様お疲れ様でした。楽しい想い出に感謝。大原会長・守屋親睦委員長ありがと

う。 遠田　毅



・山﨑幹事様、グアム旅行のお土産ありがとうございました。旅行のお世話でさぞお疲れのことと存じます。

 事務局　西川　典子

・地区ゴルフ大会準優勝おめでとうございました。まさにビックリです。大原会長38・38、そして瀧さん・

平山さんものすごいです。これもゴルフ会の織戸会長のアドバイス？のお蔭だと思います。 相澤　友夫

・地区でのゴルフ準優勝おめでとうございます。そして選手の皆さんお疲れ様でした。あのスコアで準優勝

はくやしいですね。私の知る限り当クラブの 高位です。 織戸　豊

・藤井先生おめでとうございます。先生の居ない当ロータリークラブは非常にサビシイーです。再びゴルフ

でその雄姿を見せてください。 相澤　友夫

・藤井先生ご全快おめでとうございます。まだご無理をなさらないように。 長野　春信

・グアム旅行のお土産を頂きありがとうございます。藤井先生の元気な姿を見れて良かったです。ゴルフ２

位おめでとうございます。 鈴木　隆男

・藤井先生お帰りなさい！早くゴルフができるようになるといいですね。一緒にプレーできるのを楽しみに

しております。 織戸　豊

・私の不注意で左腕骨折ということで皆様にご心配をおかけして申し訳ありません。その折にはお見舞い等

多くのお心遣いに感謝いたします。 藤井　仁毅

・川口和子様、本日は大変お忙しい中を当クラブの国際奉仕の卓話においでくださりまことにありがとうご

ざいます。故川口昌宏教授の崇高なる精神が語り継がれております。 相澤　友夫

・川口　和子様の「カンボジア事情」の卓話感謝！ 遠田　毅

・川口和子さん、お久しぶりです。 山口　習明

・川口さん。ご苦労様です。カンボジア小学校はどうなっているか心配ですが、来年２月に行けること楽し

みです。 岡田　敏男

・川口様、カンボジアの貴重なお話をしていただきありがとうございました。今後も当クラブへご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 大家　浩明

次週予告

　クラブ年次総会

　 12月４日　55,000円　　累計　443,000円　今週のニコニコ BOX

12・１月のプログラム

12月11日（木）　クラブ年次総会

　　18日（木）　定款第６条第１節による休会

　　25日（木）　ゴルフ会コンペ

　　　　　　　家族合同忘年会

１月１日（木）　定款第６条第１節による休会

　　８日（木）　会計中間報告・三つの祝い・

　　　　　　　会員スピーチ・理事会

　　15日（木）　卓話・第３回ガバナー補佐訪問

週報今週の担当　　　佐々木


