














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017-18 INTERNATIONAL ROTARY DISTRICT2770 

ROTARY CLUB OF IWATSUKI  

since 1963 

Weekly Report 
クラブ・テーマ「これまでに感謝 これからを創造」Ｓｈａｒｅ ｖｉｓｉｏｎ
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幹 事 出山知宏  事務所：さいたま市岩槻区本町 3-8-2-203 ℡048-758-0680 FAX048-758-0681  

       http://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 
小林利郎年度  第３２回  通算２６４６例会                平成３０年３月８日 

皆様こんにちは。本日は、地区国際奉仕部 

門委員長 大木保司様には、昨日台湾から帰国 

したばかりで大変お疲れのところ御来訪頂き 

まして有難うございます。また、卓話の方も 

よろしくお願い致します。 

大木様には、皆様も記憶にあると思います 

が４年前の鈴木年度にグリコ工場見学に出掛けた際に急な

お願いにも関わらず即刻、私達の昼食会場の手配をして下

さいました。その節はお世話になりました。 

また今年度においては当クラブの原田委員長と田中委員が

お世話になっております。有難うございます。現在、フィ

リピン・ベトナムへのプロジェクトに取組まれているとい

う事ですが、特にベトナムにはロータリーが存在していな

いという事で奉仕とはいえ大変な苦労をされていること推

測出来ますね。私たちは、国際奉仕となりますと、その国

の文化や民族性、考え方の違いによる捉え方の違いも知っ

て取り組んで行く必要があるのだと思います。本日の大木

委員長の卓話を拝聴することで、ロータリーによって世界

を知り、ロータリアンとして、国際人として、その課題の

根本的な解決に向けての糸口が見付かるのだと思います。

本日は、よろしくお願い致します。 

○挨○拶○文 の○行○間  

（教えてもらったこと） 

☆☆―――――☆☆―――――☆☆―――――☆☆ 

一年が暮れようとしているときでした 

夕方頃 飲食店にひとりの女の子が妹と弟を連れて入って

きました 

決して綺麗ではない身なりの子供たちはモジモジしながら

厨房に一番近いテーブルに座わりました 

店主が注文を取るために子供たちのほうに行った時 上の

子が妹と弟に聞きました 

「何を頼む？」 

「ジャージャー麺」 

「私も・・・」 

「おじさん、ジャージャー麺をふたつください。」 

店主は厨房にいる妻にメニューを伝えしばらくすると 

厨房の方まで子供たちの話し声が店主の妻の耳元に聞こえ

てきました 

「ねぇ、お姉ちゃんはなんで食べないの」 

会長挨拶       第 55代会長 小林利郎 

― Ｔhe 55th anniversary ― 

 

◆次回の例会◆ 平成３０年３月 14日（水）    ３クラブ合同例会           点鐘 17：00 会場 ふな又 

 

「うん、私は今何も食べられないのよ」 

７歳くらいに見える男の子が「お姉ちゃん でも食べなよ す

ごくおいしいんだから」 

「お姉ちゃんは今お腹が痛くて食べられないの 今日はあな

たの誕生日だから おいしく食べて」 

上の子はそう言いながら弟の手をぎゅっと握ってあげました 

「お姉ちゃん・・・私たちにもママとパパがいたら どんなに

いいかな あんなふうに一緒に晩ご飯を食べたりして」 

妹は向かい側のテーブルで両親と夕飯を食べている同い年く

らいの子供たちをうらやましそうな目でながめていました 

店主の妻が厨房から急いで出てきて 彼女は首をかしげなが

ら しばらくの間 子供たちの顔をまじまじと見ました 

「どうした？知っている子供たちか？」 

「そうねえ あの家の子供たちだと思うんだけど・・・」 

しばらく考え込んでいた店主の妻は子供達に近づいていって 

「あなた、もしかして○○じゃないの？○○でしょ？」 

「はい、そうですけど おばさんは誰ですか？」 

突然の問い掛けに子供はきょとんとしていた 

「お母さんの友達よ 私を覚えてないの？○○おばさんだ

よ・・・」 

「・・・」子供たちは黙って顔を見合わせていいました 

「同じ町に住んでいたんだけど あなたが小さい時だったか

ら 思い出せないみたいだね それはそうと お母さんとお父

さんがいなくて どうやって暮らしているの？」 

彼女は嬉しそうに子供たちの顔をひとつひとつ なでました 

「あなたも もうこんなに大きくなったんだね昔はよちよち

歩きも よくできなかったのに・・・」 

ようやく思いあたったように かたくなっていた子供たちの

顔に明るい笑みがこぼれました 

「少し待ってて おばさんがおいしいものを作ってあげるか

ら」 

彼女は急いで厨房に入っていってジャージャー麺３つと酢豚

１皿を出してきました 

子供たちが料理を食べている間 彼女はずっと満足そうな顔

でながめていました 

「さようなら」 

「うん元気でね 車に気をつけて・・・ジャージャー麺が食べ

たければ いつでもおいで わかった？」 

「はい・・・」 

彼女は子供達が遠くに歩いていくまで手を振ってあげました 

子供たちが帰った後 店主は妻に聞きました 

「どこの家の子供たちだっけ？俺はいくら考えても思い出せ

ないけど・・・」 

「実は私も知らない子供たちなのよ お母さんとお父さんが

いないからって料理をただであげたら子供たちが傷つくかも 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行   会報・広報委員会   委員長 田畑寛樹  副委員長 増岡昌行  委員 三浦宣之 高橋真理以 

出席報告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

24 15  1 66.67％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 19,000 円 

年間累計額 1,022,000 円 

 

ビジター 

第 2770地区国際奉仕部門委員長 大木保司様 

今日は卓話に呼んで頂きありがとうございます。参考に

なれば幸いです。 
メンバー（50音順） 

遠藤隆雄  小田光司  菊地 廣  小林利郎 

塩田淳司  鈴木 隆  鈴木真樹  関根信行 

田口雅弘  田中芳明  田畑寛樹  津多一幸 

出山知宏  原田晃博  三浦宣之 
 

🌼たくさんのご芳志ありがとうございました🌼 

スマイルＢＯＸより        

① 2018年地区研修・協議会のご案内。 

  開催日 2018年 4月 13日（金） 

  場所  大宮ソニックシティ大ホール 

  ●プログラム 

   登録     9：30～10：20 

   点鐘     10：20 

   第 1回本会議 10：20～11：50 

   昼食     11：50～12：40 

   分科会    12：40～14：30 

     休憩 

   第２回本会議 14：45～16：00 

  ●分科会 

   会長部会・幹事部会・管理運営部会・公共イメージ部 

会・会員増強維持部会・奉仕プロジェクト職業奉仕部 

会・奉仕プロジェクト社会奉仕部会・奉仕プロジェク 

ト国際奉仕部会・青少年奉仕部会・ロータリー財団部 

会・米山記念奨学部会 

②  次年度において「地区のあゆみⅢ」（2008～2017 年度）

発刊が予定されております。地区内全クラブの会員・ク

ラブ事務局に無料にて配布してくれるそうです。 

  2019年 3月頃の配布をお楽しみして下さい。 

③ 大宮北東ＲＣより週報が届いております。 

④ 会長エレクト研修セミナー 

（ＰＥＴＳ：Presidents-elect Training Seminars） 

原田会長エレクト宜しくお願いします。 

日時 2018年 3月 9日（金）・10日（土）の 2日間 

場所 大宮ソニックシティ 4階 市民ホール 

 

 

第 2770地区 国際奉仕部門委員長 大木保司様 

 
2017年 12月 2日～5日、海外特別枠の補助 

金 2,000＄を利用して第 2770地区としては初 

めてベトナム支援を 2件行ってまいりました。 

①上尾ＲＣ、鴻巣ＲＣ、春日部西ＲＣとの 3ク 

ラブ合同企画で、ベトナム国立ハノイ小児病 

院（1500床）に 1,000＄（200＄×5名）に 

 

卓話 

幹事報告             幹事 出山知宏 

手術代や治療費の補助として現金支援、及び 2,000＄で 

400名分のミルク、菓子、タオル等のセットをプレゼン 

トしました。 

②川口・鳩ケ谷武南ＲＣ・川口シティ鳩ケ谷ＲＣとの 2ク 

ラブ合同企画では、ハノイ障害者教育センターに 2,000 

＄で日本製テレビ 2台と、120名分のミルク・菓子・タ 

オル・文房具のセットをプレゼントしました。 

これらのプロジェクトを可能 

にしたのは、元米山記念奨学 

生、周京梅さん（世話クラブ 

：上尾ＲＣ）の紹介で元文部 

科学省国費奨学生のダンさん 

（ハノイ在住）に知り合えた 

からです。ベトナムは社会主義国家のため、ロータリーク

ラブがありません。ですから、信頼のおけるパートナーが

いないと難しいと思います。ダンさんは事前に支援先を訪

ねてロータリークラブの趣旨を説明して、必要な物を聞い

てくれました。そして、自らスーパーマーケットや家電屋

さんで物品を購入（立替え）して現場に搬入して頂きまし

た。しかも、御主人や仕事仲間まで動員して、400 セット

の支援物資のセットを作ってくれていました。感謝以外の

何ものでもありません。我々は、ダンさん達に作ってもら

った支援物資を手渡しただけなのです。でも、患者さんや

子供達の笑顔を見ることが出来ました。 

皆さんも子供達の笑顔を直接見に行きませんか？きっ

と、何かを感じると思います。世界があなたを待ってい

る！！本日はありがとうございました。 
 

しれないじゃない お母さんの友達だと言えば また来ること

もできるし・・・」 

「そうだったのか だけど子供たちの名前はどうやって知った

んだ？」 

「子供たちが話すのを聞いていたの 厨房のすぐ前だから中ま

で全部聞こえてたのよ」 

「名前まで知っているから本当の知り合いの子供たちかと思

ったよ」 

「今日は弟の誕生日だったみたい 自分は食べたくても我慢し

て弟と妹だけに頼んであげる様子が どれほどかわいそうに見

えたことか・・・」 

妻の目に滲んでいる涙は すぐにでもこぼれ落ちそうだでした 

貧しさにくじけている子供たちを傷つけないようにしていた

妻を見て店主はたくさんのことを考えました 

☆☆―――――☆☆―――――☆☆―――――☆☆ 

「かわいそうだから」だけでなく 

「傷つけずに・・・」というのは難しいことだと思う 

でも 黙って痛みを包み込むことは 美しいことなんですね 

…tosh 

 


