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ロータリーの目的

今月の歌《 5 月》

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎とし
て奉仕の理念を奨励し、これを育むことにあ
る。具体的には、次の各項を奨励することにあ

【みかんの花咲く丘】

る：
第 1 知り合いを広めることによって奉仕
の機会とすること；
第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ
仕事はすべて価値あるものと認識し、
社会に奉仕する機会としてロータリア
ン各自の職業を高潔なものにすること；
第3

ロータリアン一人一人が、個人として、
また事業および社会生活において、
日々、奉仕の理念を実践すること；

第 4 奉仕の理念に結ばれた職業人が世界的
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善、平和を推進すること。

四つのテスト
1）真実かどうか
2）みんなに公平か
3）好意と友情を深めるか
4）みんなの為になるかどうか

今月の例会予定
定款第 8 条第 1 節による休会
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結婚・誕生祝 ｲﾆｼｪｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ千阪弘敬会員
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ネットワークを通じて、国際理解、親
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5/15 ゲスト卓話「改正労働法について」
春日部労働基準監督署 元署長 狩野操 様
5/22「一年を振り返って」安濃和正会長/吉澤行雄幹事
5/29 夜間例会 橋本家 LT 店 午後 6 時点鐘
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◆ 会長挨拶
安濃和正会長
皆さんこんにちは。
また中里国奉委員長
本日は元気なられ例
会出席ありがとうご
ざいます。
18日は吉野会員の
ご紹介で霞が関C.C
での親睦ゴルフコンペでした。前半は雨で後半は晴天
になり、楽しい中にも難しい大変なゴルフで、私達の
組はトランプシートに座り豊田会員はトランプバー
ガーを昼食に食べていました。28名参加で100を切っ
た方が7名と非常に難しいグリーン･バンカーでした。
そして本日、名誉会員の大野邦彦チャーターメンバー
の葬儀が執り行われました。生前は私の委員会にも所
属して頂き本当にお世話になりました。クラブの偉大
なる先輩を一人失う事は非常に残念です。心よりご冥
福をお祈り申し上げます。
今月は「母子の健康月間」と言う事でお話をさせて
頂きます。2014年10月のＲＩ理事会でこの特別月間
が決定されました。この月間が新設された経緯は三つ
あります。
1．5歳未満の幼児並びに妊婦の死亡率･罹患率を削減
させる。
2．母子に対して医療サービスを提供する。
3．保険従事者の研修や母子保健に関連した専門職に
対し支援する。
と言った三項目を重点目標としております。日本人の
平均寿命は世界一を誇っていますが、第2次世界大戦
前や戦後の数年間は多産多死だったそうです。1950年
の高度経済成長期時代に国民皆保険制度の整備を経
て2000年には世界トップの母子保健の進んだ国にな
りました。しかし最近は少子高齢化社会に突入して高
齢社会問題に直面しています。一方 世界に目を向け
ますと栄養失調や不十分な医療･衛生の為に亡くなる
5歳未満の子供は約700万人と推定されます。途上国や
紛争当事国では妊産婦･新生児の死亡率が極めて高く
寿命も短くなっています。そうした問題を考えると、
日本における新生児･乳幼児の死亡率を限りなくゼロ
に近づける為に取り組んできたこれまでの政策が重
要になると思います。日本の乳児死亡率のピークは
1899年で100人の乳幼児に対し19人が亡くなってい
ましたが現在では1人以下です。また新生児は100人に
対し8人が亡くなっていましたが現在0.09％と死亡率
の低さは世界トップクラスです。その要因として日本
独特の取組である「母子健康手帳」にあります。この
手帳は1948年に母子保健法に基づき交付されました。
特長は妊産婦･新生児･乳幼児に対し一貫して継続的

にケアを行う点で、交付により一段と死亡率が低下し
ました。さて我が国の妊産婦の死亡率は出生数10万人
あたり3.8人、新生児の死亡率は出生数1,000人あたり1
人でありますが、世界は今もなお妊産婦の死亡率は出
産数10万人あたり210人、そして新生児の死亡率は出
生数1,000人あたり20人と高い割合でありこの数には
驚かされます。妊産婦の死因としては分娩時の出血多
量によって死亡するケースが多い事が判明しました。
一方、新生児の死因は約8割が早産･低体重･感染症･新
生児仮死･出産時外傷です。何れも適切な医療の提供･
家族計画の指導･疾病予防の啓発･栄養失調の予防と
言ったケアに取り組む事により多くの命を救う事が
できます。これらの妊産婦や新生児の死亡を減らす為
にも日本の母子健康手帳によるケアが大変有用な手
段と考えられます。そして近年、この手帳がアジア･
アフリカを始め世界から注目されています。私達ロー
タリアンは水と衛生･疾病予防･平和と紛争予防など
の重点分野と一緒に重ね合わせて母子の健康につい
て考える必要があると思います。私達は、家庭はもち
ろん地域社会や世界の健全な発展を考える際に母子
の健康抜きにしては語れません。
以上で会長挨拶とさせて頂きます。
◆ 幹事報告
吉澤行雄幹事
1、5 月 1 日の例会は定款第 8 条により休会です。尚、
8 日の例会終了後に 2 階研修室にて定例理事会を行い
ます。理事･役員の皆様ご出席宜しくお願いします。
2、5 月 3 日(木) 春日部「大凧あげ祭り」に地区青少
年交換委員会と来日･派遣留学生が参加します。リン
さんと増元会員も出席します。
◆ 次年度幹事報告
若海宗承副幹事
1、本日、次年度委員会構成表(案)を BOX にお入れ致
しました。ご意見等がございましたら次年度会長･幹
事に 5 月 14 日までにお申し出下さい。又、先日 FAX
にて次年度委員長各位に活動方針並びに予算(案) の
ご提出を本日までとお願いしております。事務局へご
提出下さるようお願いします。
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◆ 委員会報告
◎ ロータリー情報委員会
中里静博委員長
昨年12月12日の例会に出席してから今日までずっ
とお休みを頂きました。又、お見舞いも頂戴致しまし
て大変ありがとうございます。お陰をもちまして例会
に出席する事ができるようになりました。皆様のお陰
だと思っております。本日、新会員のオリエンテーシ
ョンを6時から、家庭集会は6時半から万里 の長城で
行います。参加お申込みを頂いている方は時間をお間
違いのないよう出席頂ければと思います。宜しくお願
いします。
◎ 青少年奉仕委員会
増元 晃委員長
当クラブのサポートを受けまして、先日文教大学
RACの学生6名がRYLA研修会に参加してまいりまし
た。7日~9日にかけて本研修会という形で秩父の方で
宿泊研修を行いました。修了式は5月20日(日) 13時よ
り大宮ソニックシティで行われます。委員会として興
味のある方は是非、修了式に参加頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
◎ 親睦活動委員会
永島信之副委員長
先日18日の霞ヶ関C.Cでのゴルフコンペ、皆様お越
し頂きましてありがとうございました。天気は少し悪
かったのですが、午後には晴れまして気持ち良くプレ
ーをする事ができました。まだ参加賞を受けていない
方は事務局にありますのでお持ち帰り下さい。須賀委
員長に代わりお礼申し上げます。ありがとうございま
した。
◎ 次年度青少年奉仕委員会
鮫島弘武委員長
次年度の交換留学生が決まりましたのでご報告致
します。国は当初アメリカという話だったのですが、
ベルギーに変わりました。2001年生まれの男の子で
す。お父さんは金融コンサルタントでお母さんは販売
関係だそうです。兄弟は弟が15歳、妹が12歳です。
なかなか優秀そうな男の子で、スポーツはテニス･フ
ィールドホッケー･スキーなどもやります。勉学は数
学のほか医学にも興味があるようで、将来的には医学
部に行きたいというような事が書いてあります。そう
いう子が8月に来ますので是非とも宜しくお願いした
いと思います。
◎ 御礼
浅見冨司雄会員
先日は妻の葬儀にあたり、越谷RCの皆さんにたく
さんのご会葬を頂きまして本当にありがとうござい
ました。また当日は親睦ゴルフにもかかわらず、受付
を手伝いに来て頂いた方も何名かいらっしゃいます。
本当に心より感謝しております。昨年の11月22日に
獨協病院にて余命宣告を受け1年かなっていう風に言
われたのですが、かなりひどく進行していたもので1
年もたずにこのような形になってしまいました。私も

独り身でございます。これからもロータリーの皆さん
と一緒にロータリー活動にも色々と積極的に参加し
ますので、今後とも宜しくお付き合いをお願いしたい
と思います。色々とお世話になりました。ありがとう
ございました。
◆ 入会式
千阪弘敬様「いちよし証券㈱越谷支店」
紹介者…吉澤雅隆会員／カウンセラー…澤田裕二会員
挨拶：いちよし証券越谷支店長の千阪と申します。
4月1日付で越谷に参りました。しばらく2時間かけ
て横浜から通っていたのですが、先々週からレイク
タウンより通勤しております。私自身も初めての支
店長、初めてのロータリークラブという事で、まだ
何も分からない状態です。皆様から越谷の事やロー
タリークラブの事を色々と勉強させて頂けたらと
思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

◆ 挨拶 2018~19 年度青少年交換留学生 高松尚輝君
今年度派遣候補
生の高松尚輝です。
この度、派遣国が
アメリカからベル
ギーに変更になり
ましたのでご報告
させて頂きます。
ベルギー側の受け
入れは着々と進んでいて、出国は8月18日(土)という
事です。数年前に直行便もでき飛行時間は約12時間で
着くそうです。ギャランティーフォームが届き次第、
ビザの申請をする予定です。初め連絡を受けた時はび
っくりしてしまったのですが、家族がすぐにベルギー
について色々調べてくれました。その日の内にとても
素敵な国だと思いました。ベルギーは四国の1.5倍位
の小さな国で、周りをフランス･オランダ･ドイツなど
の大国に囲まれています。そのため言葉もフランス
語･オランダ語･ドイツ語の地方に別れます。僕が行く
地方はフランス語と英語を使うようです。家族にもト
リリンガルになって帰ってこいと言われました。今フ
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ランス語で自己紹介できるように頑張っています。ま
たベルギーは食べ物が美味しいそうです。残念ながら
ビールは味わえませんが、向こうの食文化もしっかり
と吸収してきたいと思います。学校で先生には一回り
も二回りも太って大きくなって帰ってくるなよと言
われました。アメリカは憧れの国ではありましたが、
今ベルギー愛にしっかりとシフトしました。行くのが
本当に楽しみです。こういう素晴らしい機会を与えて
頂いて越谷RCの皆様には大変感謝しております。本
当にありがとうございます。
◆ 「イニシエーション スピーチ」
◎ 堀 貴宣会員
昨年末に会員登
録させていただい
たにも関わらずい
きなり幽霊会員に
なってしまい申し
訳ございません。あ
らためましてよろ
しくお願いいたします。
私は 1965 年 10 月生まれで現在 52 歳です。
家族構成は妻と 2 人の娘（専門学生、中学 1 年）で現
在は瓦曽根在住。
出身は大分県竹田市ですが生後 3 年ほどしか住んで
いなっかったためあまり記憶には残っておりません。
その後千葉県柏市に移り小学校 2 年生まで生活をし
今の越谷で暮らすようになってからは 43 年になりま
す。小学校時代は少年野球が大好きな子供でした。中
学ではバレー部、頭が悪く公立高校は行けないだろう
とあきらめていたところに新設の松伏高校ができる
という事で受験したところ何とか合格。高校でもバレ
ーを続け嫌いだった勉強が少しずつ好きになり大学
に行ってみたいという気持ちが高まった時にこの学
校から大学に行くには内申を上げるしかないと考え
生徒会長に立候補し当選、推薦で東海大学工学部に入
る事が出来ました。しかし大学の授業と自分のやりた
い事がかみ合わず何とか 4 年で卒業はしたものの成
績はひどいものでした。就職活動も安易に考えており
父のコネで関電工の面接を受けるも何の準備もない
まま受けた結果もちろん不合格、自力で何とか合格で
きたＯＡ機器の商社である大塚商会で 10 年間営業を
続け中間管理職の打診があったタイミングで現在の
勤務先であるソニー生命に転職を決心しました。
保険営業を 17 年経験したのち 3 年前より営業所長に
就任。17 名の所員の中、仕事としては採用、育成が
メインで自身の大切なお客様を今後引き継いでくれ
る優秀な人材の採用を今後も継続していく予定です。
ロータリークラブのきっかけはＰＴＡ会長をしてい

る西方小学校の同じ本部で副会長の瀧田さんからお
声掛けを頂き、私を育ててくれた越谷市に今後何かし
ら恩返しができたらと考え入会をさせて頂きました。
わからない事、至らない事ばかりですが早く皆様と仲
良くなれたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
◎ 西村直樹会員
4 月から越谷ＲＣに
入会させて頂きまし
た三井住友信託銀行
越谷支店長の西村で
ございます。何分若輩
者で至らぬところも
多々ございますが、こ
れからどうぞ宜しくお願い致します。
さて、本日のイニシエーションスピーチですが
3 つのテーマでお話したいと思います。
1 つ目は私の経歴です。昭和 38 年 11 月生まれの
54 歳、出身は京都府です。京都産業大学を卒業し北
海道拓殖銀行に入行、10 年で破綻しまして、その後
中央信託、中央三井信託、三井住友信託と渡り歩き、
現在 4 社目の銀行ということになります。
趣味は読書で好きな作家は浅田次郎や誉田哲也など、
ジャンルを問わず小説が好きで、経済や法律関係はま
ず読みません。一月だいたい 4・5 冊のペースで読ん
でおりますでしょうか。後、神社廻りが好きで既に朱
印帳は 5 冊ほど溜まっています。好きな神社は王道で
すが伊勢神宮と出雲大社でしょうか。
次に話は全く変わりますが、当社は日本のＲＣ創始
者、米山梅吉翁と深ならぬ関係がありますのでその話
を致します。日本で最初に出来たＲＣは 1920 年設立
の東京ＲＣですが、その初代会長が米山梅吉翁である
ことは皆さまご存知のとおりです。実は梅吉翁はその
4 年後の 1924 年、当社源流の一つである三井信託銀
行を設立し初代社長に就任しました。旧行の三井信託
定款には社会貢献を通じたビジネス領域の拡大を謳
う「奉仕と開拓」の精神が明記されており、この精神
は現在当社の行動規範にも引き継がれております。
ここでよくある質問ですが銀行と信託銀行は何処が
違うでしょうか。難しく申しますと銀行は預金・貸
出・為替を生業としているのに対し、信託は銀行業務
に加え信託業務、例えば信託された金銭や有価証券、
不動産等の運用を行うことができる点です。企業年金
の運用や遺言信託が直接銀行で取り扱えるのもそう
いった理由です。幅広い業務をワンストップで出来る
という点に信託の利点があります。
3 つ目のテーマですが、最後に日本ＲＣ財団から卓
話等で話すことの了承を得ている業務 2 点をご紹介
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させて頂きます。1 点目は「遺贈友の会」へのご支援
です。ＲＣ財団へ１万ドル以上の遺言寄付を誓約され
た方はロータリー財団の「遺贈友の会」会員となり、
認証度合いに応じ彫りの入ったクリスタルと襟ピン
が贈呈されます。2.5 万ドル以上ですと基金に名前を
付ける事が出来る等の措置もございます。当社として
はこの遺贈をご支援申し上げるべく当社利用でのご
遺言をご提案しております。ご興味がありましたら是
非お声掛けください。2 点目はロータリーダイナース
カードのご案内です。ロータリーダイナースカードを
保有いただくと以下 3 つのメリットがございます。1
つ目はカード券面に国際ＲＣのロゴと会員番号が刻
印されること。2 つ目はご利用額の 0.3％をポリオ撲
滅資金としてダイナース社がＲＣに還元すること。3
つ目は本カードで財団への寄付やＲＩへの支払いが
可能であるということです。是非この機会に加入のご
検討をいただければと存じます。最後は当社自己ＰＲ
になってしまい申し訳ありません。
これから越谷支店在籍中の間、出来る限り越谷ＲＣ
を通じ地域貢献を行うとともに、会員の皆さまともい
ろいろなお話や活動をさせて頂ければと考えており
ます。 まだまだ未熟なところも沢山ございますが、
是非ともお導きのほど宜しくお願い致します。本日は
ご清聴ありがとうございました。
◆ ビジター･ゲスト紹介
次年度派遣留学生 高松尚輝君、母:高松晃子様、
交換留学生 リンさん
◆ スマイル報告(敬称略)
＊①越谷 RC 最短だと思います。いちよし証券 北野
さんの後任 千阪弘敬さん入会おめでとうございます。
②高松君希望のアメリカがベルギーに変更になり残
念ですが頑張って勉強して下さい。③堀会員･西村会
員イニシエーションスピーチお疲れ様です。堀さん頑
張って例会に出席して下さいね。④名誉会員の故:大
野邦彦チャーターメンバーの葬儀が滞りなく終わり
ました。中里パスト会長 弔辞文ありがとうございま
した。/安濃和正会長
＊①千阪弘敬様入会おめでとうございます。ロータリ
ーライフを楽しんで下さい。②高松尚輝君一年間の思
い出作り楽しんできて下さい。③堀会員･西村会員イ
ニシエーションスピーチお疲れ様でした。/吉澤行雄
幹事
＊堀会員及び西村会員有意義な卓話ありがとうござ
います。ご健闘を！/坂巻幸次
＊中里さん久しぶりの例会は如何？元気そうなお顔
で安心致しました。これからも宜しくお願いします。
/山田二三夫
＊①大野邦彦さん色々お世話になりました。ご冥福を

お祈りします。②申し訳ありません。早退します。中
里さん復帰お待ちしていました。/石河秀夫
＊12 月以来の例会出席です。お見舞いありがとうご
ざいました。健康の大切さを痛感しています。本日の
家庭集会よろしく！/中里静博
＊この度は妻の葬儀にあたり沢山のご会葬を頂きあ
りがとうございました。感謝しています。/浅見冨司
雄
＊①堀会員･西村会員イニシエーションスピーチお疲
れ様でした。ロータリーライフを楽しんで下さい。②
先週のスマイルで米山寄付 野見山会員からチョット
少なくと書いたら本日不足分を頂きました。ありがと
うございます。ご寄付まだの方は宜しくお願いします。
/豊田高行
＊①堀会員･西村会員イニシエーションスピーチお疲
れ様でした。愈々ですね！ロータリーライフを楽しん
で下さい。②中里国奉委員長殿 4 ヶ月ぶりの復帰おめ
でとうございます。ボチボチとのんびりロータリーラ
イフをお楽しみ下さい。/平田徳久
＊①堀会員･西村会員イニシエーションスピーチお疲
れ様でした。②高松君ベルギーでの活躍を期待してい
ます。心も体も大きくなって帰国してくるのでしょう
ね。/若海宗承
＊千阪様ようこそ越谷 RC へ。阿波踊りでもお世話に
なります。/吉澤雅隆
＊堀会員･西村会員イニシエーションスピーチ大変興
味深く聞かせて頂きました。/大沢日出夫
＊堀さん引き続きの出席宜しくお願い致します。西村
支店長貴重なお話ありがとうございました。/瀧田貴
夫
＊①堀会員･西村会員イニシエーションスピーチ楽し
く聞かせて頂きました。ありがとうございました。②
中里パスト会長お帰りなさいませ。少しスリムになり
ましたね。/小暮直正
＊申し訳ありません。途中退出させて頂きます。/井
橋英蔵
＊堀会員･西村会員イニシエーションスピーチお疲れ
様でした。/中村聡久
＊所用により早退させて頂きます。/大塚洋幸
＊本日は私の拙い話をご清聴頂きありがとうござい
ました。/堀 貴宣
＊本日はイニシエーションスピーチ宜しくお願いし
ます。/西村直樹
＊初めてのロータリークラブで右も左も分からない
状況ですが皆様ご指導のほど宜しくお願い致します。
/千阪弘敬
本日 30 件 70,000 円

累計 2,048,000 円
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越谷ロータリークラブ週報 VOL.2530
◆ 出席報告
本日出席率 62.2 ％ 会員数 101 名
出席者数 49 名 出席免除者数 18 名

澤幡智史

ソングリーダー

中里静博 R 情報委員長

鮫島弘武

次年度青少年奉仕委員長

増元晃 青少年奉仕委員長

松永賢一

出席副委員長

永島信之 親睦副委員長

浅見冨司雄 会員

横家豪

スマイル委員長
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