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会長挨拶           石井英男 会長 

皆さんこんにちは、7月 20

日(土)に戸田市文化会館

にて国際ロータリー2013～

2014 奉仕プロジェクト部門

セミナーに参加しました。 

R Iテーマが「ロータリーを

実践し、みんなに豊かな人生を」を掲げていま

す。 

職業奉仕部門から特別講演に、ANA(全日本

空輸)グループ全体の顧客満足推進及び、ブラ

ンドを担当 澤谷みち子(さわやみち子)氏の『夢

と感動を届けた､麻田メモリアルフライト、ANAの

社会奉仕への取り組み』について 2005 年 3 月

ANAカスタマーデスクへの一通のメールから。 

麻田機長と子供たちとの交流は昭和 33 年の

輸送から始まり、当時さかんだったハトレースの、

1 羽がベッドスクールの鳩小屋に迷い込み、こ

れを何とか持ち主に返したいと思った子供達が

療養所の近くにあった仙台空港に依頼し、その

輸送を麻田機長が引き受けた。資料を基に

2006年 4月 21日メモリアルフライトを企画して、

療養所の車イス子供達、ベッドで寝たきりの人

を飛行機に乗せて空からの景色を見せてやろう

と、オペレーション、客室、運航など特別フライト

を実行する為に、ボランテアスタッフ、プロスタッ

フとして関った仲間達の絆で、『夢』と『感動』を、

お届けすることができた。「ANA グループの基

本理念～安心あったか、明るく元気、世界の人

に夢と感動を届ける」 

分科会では、職業奉仕部門に大澤二三夫委

員長が社会奉仕部門に石井会長、国際奉仕部

門に加藤文男委員長が参加しました。 

最後に、今の世の中「合理的」、「クール」で

あることが◎という風潮がありますが『夢』と『感

動』がない世の中って本当につまらないと思い

ます。 

   

幹事報告           山口光男 幹事 

① 7月17日(水)社会

チャレンジ事業のぼり旗

贈呈式鴻巣市役所 石

井会長、寺澤銀三、松

本安永、山口光男 

② 7月20日(土)奉仕

プロジェクトセミナー 戸田市文化会館  

出席者 石井会長、大澤二三夫、加藤

文男 

③ 7月24日(水) クラブ活性化部門委員会 

水曜クラブ例会場 

④ 7月27日(土)ロータリー財団セミナー さ

いたま共済会館大ホール 

出席予定者 石井会長、小林忠司  

⑤ 8月3日(土)米山記念奨学部門セミナー 

ラフレさいたま 出席予定者 石井会長、

小畑正勝 

⑥ 8月10日(土)管理運営部門セミナー 埼

玉県民健康センター 出席予定者石井

会長、小林玲子、馬場知行、間室照雄 

⑦ 8月31日(土)広報部門セミナー 川口キ

ュウポラ・フレンディア 出席予定者 石

井会長、寺澤銀三、田邊聖 

地区からのお知らせ 

① 第 12 回日韓親善会議参加登録のお願

い 平成 25年 10月 19 日(土)20 日(日) 

韓国 グランドハイアット・ソウル・ホテル 

登録料 22,000円 

② 例会変更 上尾クラブ 8 月 22 日(木)6：

30より上平公園、8月29日(木)18：30 夜

間例会 

③ 公式訪問の服装 クールビーズ期間中

の公式訪問はノーネクタイで実施 

④ 第 26回インターアクト年次大会 8月 11

日(日) さいたま市立浦和中学・高等学

校 登録料 5,000円 

⑤ 地区大会記念チャリテイ―ゴルフ大会 

10月7日(月)プレステージカントリークラブ 
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各クラブ 4 名(地区役員を含まず) 個人

登録料 5,000円 

⑥ ロータリーリーダーシップ研究会 RLI パ

ートⅠ 9 月 16 日(月・祝) 10：00～18：

00 埼玉会館７A 費用 4,000円 

⑦ 「フレッシュ高校生社会体験プログラム」

への協力依頼 

受入れ可能事業所の協力要請 実施

機関 10～11月 

実施高校 岩槻北陵高校、上尾橘高校 

社会チャレンジ事業のぼり旗贈呈式 

鴻巣市役所 7月17日(水) 

石井会長、寺澤銀三、松本安永、山口光男 

 

 

 

卓話   リスボン国際大会 

国際ロータリーリスボン大会に参加して 

井上洋子 様 

2013年 6月 23日、国

際ロータリーリスボン大会

に参加しました。前夜の

ガバナーナイトに続くロ

ータリーの行事で実家の

母も着物姿で参加です。

ガバナーナイトでは初めてお会いした田中会長

さんがとても気さくな方で少年の様な笑顔が印

象的でした。 

朝 8時から会場に行っていましたが受付で会

員でないのでパスは発行できないと言われ、北

本ロータリーの吉田さんを待つ事に、吉田さんと

はホテルもツァーグループも違い連絡が取れな

い状態、広い受付会場内をうろうろする事に、

パスをもらった人達が通るゲートの前で待つ事 3

時間、もう諦めようかと思っていた所に寺澤会長

さんがゲートに、本当に忽然と現れたようで驚き

ました。吉田さんもすぐ見つかりパスを発行して

もらえました。3時間の間母は着物姿でしたので

いろいろな国の方たち

と写真を撮っていまし

た。私たちがパスを貰

えず困っている事を知

った方たちが、アイパッ

トを使い文字変換しな

がらいろいろ調べて下

さり、その親切が大変

嬉しかったです。 

ようやくゲートを通過でき 3つの大きな会場を

抜け大会会場に、すでにプログラムは始まって

いましたので 2階に案内され講演を聞きました。

英語でしたので殆ど解りませんでしたが、母は

sakujisann と何度も講演の中に出でくる国際ロ

ータリー前会長田中さくじさんの事なのに何故

か fujisann と勘違い富士山の世界遺産登録の

話だと思っていたようで大笑いです。会長さん

の家族紹介ではお孫さんまで登場、家族を大
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切にする組織なのだと認識しました。世界中の

ロータリー会員のいる国と地域の紹介をするフ

ラッグセレモニーでは 100 以上の旗が登場、ロ

ータリーの国際性が分かりました。その後のアト

ラクションではイル・ディーボという 4 人のイケメ

ン(出身国がスペイン、アメリカ、フランス、スイス、

と国際的。オペラ歌手出身なので声も素晴らし

かった。帰国後すぐ

CDを買いました)がア

ンコールに応え何度

も素敵な歌声を聴か

せてくれ、この素晴ら

しい大会に出席でき

た事を感謝しました。 

リスボンの観光で

は日本との関わりや

世界を発見した誇り、リスボン大震災からの復興

など知っているようで知らなかった事を多く学び

ました。ジャカランタの紫色の花が桜のように樹

全体を覆うそうですが時期が早かったようで少し

しか見られず残念でした。スペインのバルセロ

ナではガウディの建築を中心に見学、サグラダ・

ファミリアでは日本人で初めて建築に関わった

外尾悦郎氏に偶然会え、ツァーグループ全員

で記念撮影をしました。アクシデントもありました

がとても楽しい旅でした。 

寺澤銀三 会員 

ボンジュール、我がフ

ランスパリへようこそ。成

田より約 12 時間の旅で

す時差は約 8 時間。私

のもち時間は 5，6 分で

すので、ごく簡単にフラ

ンスの話をします。 

フランス人といえば、一口でいって誇り高く、

神経質でそんなに愛想のあるほうではない。理

想を追う事に熱心なくせに、他人がそんなことを

いおうものなら上げ足をとって面白がる。一言で

相手をへこませるのは、大臣から定員まで彼ら

の得意とするところである。 

また反面、権力に対しては徹底的に反抗した

りする。革命の記録をみればそれが実証されて

いる。個人主義に徹し、他人に干渉しないが干

渉されると直ちに攻撃を開始する。 

故ドゴール大統領がいっていたフランスと言う

国は一番治めにくい国だよ。タクシーの運ちゃ

んでも八百屋のおばさんでも、政治批判のひと

つもぶてるのがパリっ子である。 

フランスの歴史 

紀元前千年代ライン川を渡ってケルト人が侵

入し、地中海人と混血融合―基本的なフランス

の人種構成が完成した。今日のフランス人の代

表的タイプは、背が高く、目が青く、ブロンド髪

の人はインド・ゲルマン系（ケント人）、ずんぐり

栗色の目、黒っぽい髪の人は地中海系である。 

紀元前 50 年、ジュリアスシーザーが征服。ロ

ーマ人はイタリアから葡萄栽培と葡萄酒作りの

技術を持ってきた。これによってフランスは最上

級の葡萄酒の産出国となる。 

4 世紀になるとキリスト教が伝承し教会が建つ。

パリの起源は紀元前 1世紀にローマ軍がセーヌ

川の中州に要塞を築いたのがはじめだといわ

れている。彼らはルテティと呼んだがその意味

は[泥の街]という。美の都パリは泥の町から始ま

ったのである。 

4 世紀フン族の侵入、5 世紀ゲルマン民族侵

入と続く。これに対し紀元 500 年メロウィング王

朝が現れゴールの地を統一、200 年間支配す

る。 

8 世紀サラセン人の来襲によりメロウィング王

朝が崩壊し、カロリング王朝が成立、10 世紀末

まで続いた。この後カペー王朝が創始されるが、

これも 14 世紀初期に断絶。続いてウァロウ朝が

創始される。ここで英王エドワード 3世は親戚関

係を盾に仏王位の正統な継承者と主張する。

かくて有名な 100年戦争の勃発(1339年)である。

大挙して侵入した英騎士団に仏騎士団は敗北

に敗北を重ねる。 

ついに 1429年フランスは、オルレアンの町で

皇太子ドーファンは降伏を覚悟、その時白馬に
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乗った乙女の騎士が現れオルレアンを包囲した

イギリス軍を破った。この乙女の出現により、フラ

ンス軍は奮いたち、カレー市を除くフランス全土

からイギリス軍を撃退する。フランスを救ったこ

の乙女こそジャンヌダルクという農民の娘だっ

た。 

16世紀末ブルボン王朝開始、ルイ 14世は朕

は国家なりの名言で知られフランス全土に絶対

的権威を行使した。彼は太陽王とよばれ彼の建

てたベルサイユ宮殿に見られるようにこの頃は

芸術の黄金時代でもあった。しかし、王族貴族

の贅沢は国民の貧困を招き、ついにはその首

を断頭台に乗せることとなる。 

1789 年圧政から峰起した民衆はバスティー

ユ牢を奪取し、囚人を解放した。7 月 14 日この

日を記念しフランス革命記念日といい日本でパ

リ祭として知られている。 

さて、フランスの実権を握った人民ではあっ

たが、国内には内戦が続き、外政は海と陸から

襲いかかってきた。このとき出現したのがナポレ

オンだった。彼の辞書には不可能と言う文字は

なかった。 

今度はモナコの話です。 

面積は皇居の 2倍人口約 3万人、カジノとＦ1

レースでも有名でまた、この国は税金はありませ

ん。国の予算はカジノの収入これも予算の 4 パ

ーセントあとは金融だそうです。こぞって世界中

の大金持ちが大勢やってくるそうです。 

私たちもポケットに 2,3万持ってこの旅行代金

をうかそうと出かけたところパスポートを忘れて

出来ませんでした。夢もかないませんでした。 

津田健三 会員 

6月 20日～6月 30日迄 11日間 

ポルトガル国際大会へ 

ポルトガル共和国とは 

1. 首都はリスボン 機械、衣類、コルク、環

境 

2. 面積は日本の 4分の 1 人口は 1,064万人 

3. 宗教はカトリック教徒（圧倒的） 

4. ６月の気候 さわやか 15～25℃ 

5. ポルトガルと日本の

時差 －9時間 

6. 治安…比較的良いが、

スリ、置引き注意、

引ったくり 

7. 経済成長率 2009－

12年 失業率 15.5％（12年）常に 2桁 

リスボン 人口 548,000人 

歴史 

1. 大航海時代（黄金期）→15～17世紀  

西ヨーロッパで最も美しい町…テージョ

川（史上最高の栄華を極めた） 

2. 7 つの丘の町と言われ、起伏の多い土地

（丘陵地帯） 

3. 城、修道院、ベレン塔（船の監視） 

4. 発見のモニュメント広場に世界地図→新

しい国に到達した年が刻まれている日本

は 1541年 

5. 16 世紀後半ペスト流行 6万人死者 

6. 18 世紀（1755年）大地震で 3分の 2にあ

たる 6万人が死んだ津波（30m）と火災（市

内建物 85％破壊） 

7. 観光客が多い 2009 年 174 万人 国際

会議多い（世界で 9番目） 

8. 西ヨーロッパ最古の都市 モンサント森

林公園（ヨーロッパ最大規模） 

9. 平均日照時間 12 月 4.6 時間 7 月 11.4

時間 

10. 1497年インド 1499年ブラジル ベレン

地区から探検隊が出航 

リスボンでの第 104 回国際大会での田中作

次 RI会長の挨拶 

1. “皆さんを歓迎します。”から始まり 

2. 「奉仕を通じて平和を」を祝う日にした

い 

3. 私にとって、この大会は“夢 叶う”大会

である 

4. 1939年に 8人の兄弟 豊かではなかった

田舎 
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5. 戦争の体験はしていない。昭和天皇が降

伏放送（玉音放送） 

子供の頃で、理解していなかった。戦争

が終わったことは知らされた。 

6. 広島と長崎に非常に大きな何かが起こっ

た 

7. その後、一生懸命働き、ビジネスで成功

した 

8. 自分は常に野心的で働く理由について考

えたことはなかった 

9. 誘われて八潮 RC に入会し、自分の利益

だけでなく、全ての利害関係者（ステー

クホルダー）に、より良い生活をと考え

るようになった 

10. 物の豊かさも大切だが、心の豊かさを求

めるようになった 

11. そして、他人のために、どう奉仕すべき

かを常に思うように 

12. ロータリーは、より良い世界のために働

くための方法で、人種、宗教、国家、そ

して、政治を超越して支援すること 

13. 戦争のない世界は、如何に大事か、その

平和な世界を構築するためにいろいろ考

え、そして、ベルリン、ホノルル、広島

での平和のためのフォーラムを開催－そ

の意義は大きかったと思う 

14. ここリスボンの大会で、他人の幸せのた

めに何が出来るか、そして、世界の平和

構築のため出来ることを考えよう 

15. この大会をみんなで祝いましょう 

 

モナコについて 

（2013年 6月 24日～26日 3日間滞在） 

1. 世界のセレブが訪ねる素晴らしい所（上

流階級・大富豪が集まる） 

2. 世界 2番目に小さな国 皇居の 2倍  

3. 正に高級リゾート地…カジノや高級ホテ

ル 

4. 人口 37,000人 昼間 6万人 無税の国 

5. グレース・ケリーが嫁ぎ有名（ハリウッ

ドの女優） 

6. 背後に山が聳え、眼前に紺碧の地中海 

7. カジノ広場、モンテカルロ広場の庭園が

見事 

8. 海へ突き出た岩壁へ登ると、モナコ大聖

堂・海洋博物館 

9. グレース・ケリー王妃のバラ園も見事 

10. 山間に広がる豪華な家、眺めは素晴らし

い 

11. 全て豪華、歴史・風格が漂う 

12. 港には何時も豪華客船 クルーズの旅が

必ず寄り、金を落としてゆく 

夕方は見送り花火 ～ 是非 1回は 

クラブ活性化部門      寺澤銀三 部門長 

 今日、例会終了後、クラブ

活性化部門委員会を水曜

クラブ例会場で行います。 

 

 

親睦・家族委員会      間室照雄 委員長 

※集合 7 月 31 日（水） 

午後 3時 30分 

※会場 エルミ―こうのす 

こうのすシネマ受付ホール 

※上映 宮崎 駿監督作

品 アニメ風立ちぬ 

3時 40分～5時 55分 

※会費 映画鑑賞は各自お支払いをお願い致

します。食事費は会員無料、家族は 1000 円ご

負担下さい。 



   7 / 10 

 

 
 

出席委員会          加藤 勉 委員長 

 2013 年規定審議委員会

からの出席率の算出につ

いて出席規定の免除、次

の様な場合出席規定の適

用は免除されるものとする。 

理事会承認の条件と事

態に従った欠席の場合、理事会は正当かつ十

分な理由による会員の欠席を認める権限を持

つ。このような出席規定の適用の免除は、最長

12か月までとする。 

ただし健康上の理由から 12 か月を超えて欠

席となる場合は、理事会が改めて当初の 12 か

月の後にさらに一定期間の欠席を認める事が

できる。そのような健康上の理由による欠席は、

クラブの欠席記録上で欠席として参入されない

ものとする。 

木曜ゴルフ会           加藤 勉 会員 

2013-2014 国際ロータリ

ー第 2770 地区、地区大会

記念チャリティゴルフが 12

年 10月 7日(月)栃木県のプ

レステージカントリークラブ

で開催されます。地区役員

を除いて 4名の参加です。 

木曜会ゴルフコンペ第 7回を 8月 28日（水）

吉見ゴルフ場で開催します。当日は夜間例会

ですので昼間はゴルフ、夜は井上会員宅でバ

ーベキュー例会です。昼ゴルフ、夜は黒毛和牛

の焼肉と冷えた生ビールで楽しみましょう。 

ゴルフの参加募集は、次回の例会で行います。 

出席報告         加藤 勉 委員長 

 

スマイル報告        小林玲子 副 SAA 

 

個人スマイル  

馬場知行会員…みだ薬師縁日が 8月 7日夜行われま

す。夕すずみを兼ねて、ぜひお越しください。 

小林玲子会員…最終例会のクラブ会報（写真集）を発行

しました。皆さん楽しそうです。 

寺西修身会員…津田様、寺澤様のご報告楽しみに 

スマイル 1  津田会員、寺澤会員、井上洋子様国際大会

の報告ありがとうございます。 

津田健三会員・宮城 仁会員・加藤 勉会員・寺澤銀三

会員・松本安永会員・加藤文男会員・井上脩士会員・大

澤二三夫会員・仁見惠美子会員・小林 功会員・田邊 

聖会員・松村豪一会員 

 

スマイル 2  次回例会はこうのすシネマで映画鑑賞会で

す。多くの参加よろしくお願いします。 

山口光男会員・間室照雄会員・石井英男会員 

前回までの合計 75,000 円

本 日 の 合 計 18,000 円

次回繰越金合計 93,000 円  

 本日 修正 

 7月 31日 7月 24日 7月 17日 

 1016回 1015回 1014回 

 移動例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 29 29 30 

出 席 数  18 20 

欠 席 数  11 10 

例会出席率 100% 62.06% 66.67% 

Ｍ Ｕ 数  2 2 

合計出席数  20 22 

出 席 率 100% 68.97% 73.33% 
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上映 宮崎 駿監督作品 アニメ 風立ちぬ 

3時 40分～5時 55分 

 

 

 

ご挨拶 

石井英男 会長   間室照雄 親睦委員長 

   

事務局 石井洋子 様 

ご迷惑をおかけしまし

た。28 日に退院する事が

出来、こうして映画を観ら

れる事に感謝申し上げま

す。 

参加者の皆様に思い出の映画の一つを聞き

ました 

小畑正勝 会員・・エクソシスト 

寺澤銀三 会員・・シェーン 

山口光男 会員・・サウンドオブミュージック 

間室照雄 会員・・嵐ヶ丘 

松本安永 会員・・サウンドオブミュージック 

井上脩士 会員・・卒業 

石井英男 会員・・ジャッキーチェーン・酔拳 

小林玲子 会員・・風と共に去りぬ 

宮城明美 夫人・・愛と死をみつめて 

加藤はつ子 夫人・・ローマの休日 

山口玉禅 夫人・・ローマの休日 

石井章子 夫人・・絶唱 

井上洋子 夫人・・ある愛の詩 

石井洋子 事務局員・・愛と死をみつめて 

大島美智子 〃 ・・サウンドオブミユージック 

第 1016回移動例会 映画鑑賞会 

7月 31日 PM 3：30～ 

エルミこうのす こうのすシネマ 
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ふるさとの杜 

シロダモ（白だも）        寺澤銀三 会員 

常緑高木で、樹高は 10-15ｍに達する。幹は

直立し、樹皮は紫褐色～暗褐色。若枝には黄

褐色の絹毛がある。葉は互生、葉柄があり、枝

先に密にする。葉身は長楕円状披針形で、長さ

8-18ｃｍ、先端は尖り、3 行脈が目立つ。若葉に

は黄褐色の絹毛があるが、後に表面は無毛に

なり、裏面は粉白色を帯び、多少絹毛が残る。 

雌雄異株。花期は秋。花は散形花序で、葉

脈に黄褐色の小花を多数つけ、翌年秋果実が

赤色に熟す。果実は楕円状球形で、長さ 12-15

ｍｍ。 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

映画館で初めてアニメ映画鑑賞をしました。

映像もストーリーも感動しました。これから、こう

のすシネマで色々見たいと思います。親睦委員

会の新企画ありがとございます。     （R.K） 
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今後の活動予定 

 

 

 

8月 7日 

（水） 

第 1017回 通常例会 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 

結婚月祝い 

会員卓話 

8月 14日 

（水） 
法定休会 

8月 21日 

（水） 

第 1018回 通常例会 

外来卓話 

8月 28日 

（水） 

第 1019回 移動例会 

バーベキュー 

9月 4日 

（水） 

第 1020回 通常例会 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 

卓話 

9月 11日 

（水） 

第 1021回 移動例会 

桶川クラブ主幹による合同例会 

9月 18日 

（水） 

第 1022回 通常例会 

外来卓話 

9月 25日 

（水） 

第 1023回 移動例会 

職場訪問 

クラブ会報委員会 

委員長  田邊 聖     副委員長  小林 功 

委  員  長谷川信子 柿沼洋一 小林玲子 寺西修身 


