
： 例 会 日： 木曜日

： 午後 12:30開会

： 会.....場：ベルヴィ アイトピア

第２２７８回 第 十 九 回 例会 （2012年 11月22日）

★ 点鐘　　　　　　　　　　　　　古沢勇治会長 ★ 幹事報告.　境野登章幹事.. .

★ ロータリーソング斉唱...奉奉仕の理想 ★ 「ロータリーの友」読みどころ紹介冨田久雄委員

★ 四つのテスト唱和 ★ 本日の卓話　白河ＲＣ会長エレクト　　田村俊男様

★ 来訪者紹介　　　　　　　　　古沢勇治会長 ★ 出席奨励・スマイル委員会　

★ 会長の時間　　　　　　　　　古沢勇治会長 ★ 点鐘

★ 点 鐘 ★ 来 訪 者 紹 介

羽生実業高校校長　奈良原栄司様 白河ＲＣ会長　

須藤博之様 白河ＲＣ副会長　吉川英児様 白河ＲＣ会長エレ

クト　田村俊男様 白河ＲＣ　シスター委員長　鈴木邦典様 

★ 会 長 の 時 間　 古沢勇治会長

　皆様、今日は！　先週は、行田三クラブ合同例会に、大勢

の皆様に御出席頂き、大変有難うございました。お陰様で行田

ライオンズクラブ、そして行田さくらロータリークラブの皆様と共

に、楽しいひと時を過ごすことが出来ました。特にアトラクション

の、エレキギターライブは、行田市内の西中以外の全ての中

学校で教鞭を取った、「大将」こと吉田先生の演奏ということで

、大変盛り上がりました。我々の中に、先生の教え子もいて、

先生が舞台の上から名指しで、誰々いるかーと声を掛けたりし

ていました。ライオンズ、そしてさくらさんとの親睦、情報交換も

出来、大変素晴らしい例会になったと思います。

　そしてその二日前の11月13日には、交換卓話で、福島会長

エレクトのお供で、境野幹事、大野幹事予定者と共に白河RC

様に訪問致しました。いつもながらの温かい歓待を頂き、白河

の皆様、本当に有難うございました。そういうわけで本日は、そ

の交換で、白河の皆様をお迎えしております。卓話、宜しくお

願い致します。例会後は接待のお返しがありますので、すぐに

は帰しませんので、宜しくお願い致します。

　本日の「会長の時間」ですが、以前に地区で出した「まごころ

の職奉」という本に掲載された、職業奉仕の事例をご紹介した

いと思います。これは当時、地区内のロータリアンから集めた

実際にあったお話です。その中から本日は、富士見RC、職業

分類が不動産業、『小さな職業奉仕』という見出しの事例を読

ませて頂きます。

　「おじさん、ぼく結婚します。部屋を探してください！」一人の

青年が、明るい声でお店に入って来ました。私は不動産業で

すので当然、貸家、アパート等の斡旋も行っています。数多い

お客様の中で、顔をなかなか思い出せず、私が困っていると

、「おじさん、僕ですよ、僕ですよ」と、ニコニコ笑いながら話し

掛けられ、はっと思い出しました。

　「何々君？　本当に何々君なの。全然分からなくなってしま

ったよ。立派になったなー」と、私は感嘆の声を思わず出して

しまいました。今、思い出してみると、ときは昭和53年の12月、

北風の吹く寒い日の夕暮どき、「家賃を滞納して困った人がい

るんです。何回催促しても返事がなく、会社でも困っている借

家人なので、社長見て来て下さい」と事務員に頼まれ、仕方

なく訪問をしたのです。玄関でチャイムを押しても返事は無く、

でも中に人がいる様子を感じて、仕方なく合鍵を使って中に入

ると、部屋は電気も点いておらず真っ暗です。しかし、中には

確かに誰かいる様子なので、声を掛けながら部屋に上がって

みて驚きました。小さな子供が二人、電気の点いていないコタ

ツに、薄い布団を掛けただけでうずくまっているのです。



～会長の時間　前のページより続き～

私を見て、驚きと恐怖からか、小さい体を一層小さくして、上目

づかいに私を見上げているではありませんか！「どうしたの、な

ぜ返事をしないの？　玄関で声を掛けたでしょう」と、私も腹立

たしげに聞いてしまいました。子供達は下を向いたまま返事を

しません。しばらく黙って見つめていると、暗い部屋にもだんだ

ん目が慣れ、様子を見ると、片隅に小さな仏壇があり、子供達

だけで住んでいるような様子が、少しずつ分かって来ました。よ

く見ると、上の子は小学校6年生くらいの女の子で、下の子は

小学校4,5年生くらいの男の子でした。「おじさんは怒らないか

ら何でも話してごらん」と、諭すように聞きました。すると女の子

が、恐る恐る、ぽつぽつと話し出しました。

　「何で返事をしなかったの？」「お父さんに、誰が来ても玄関

は開けるな、返事もしてはいけない、と言われているからな

の」「お父さんは帰って来るの？」「一週間に一度くらい帰って

来るけど、すぐ寝てしまうの」「食事は食べているの？」と聞い

たら、「今朝インスタントラーメンを弟と半分ずつ食べた」と言う

。私は話を聞いているうちに、これは大変なことになると思いま

した。これから真冬の寒さに向かって、この子供は生きていくこ

とが出来るのか。電気は切られ、父親はサラ金怖さに、家に寄

り付かず、母親が二年前に癌で死亡して、子供の面倒を見る

人がいなかったと知ったら、家賃の催促どころではない。今、こ

の子供を助けなければ、必ず非行に走る以外に道は無いだろ

う。今の日本で本当にこんなことがあるのだろうかと思いました。

一日の朝だけ、ラーメンを半分ずつ分け合って、幼い子供が

電気の無いコタツで小さくなっている。「福祉社会・生活大国・

飽食時代」など、新聞紙上を盛んに賑わしている時に、現実に

こんな家庭があるではないか。とにかく、父親が帰って来たら

連絡するように言って、少しばかりのお金を女の子に握らせ

、「これで何か食べなさい、また来るから」と、早々に引き揚げ

ましたが、その夜、我が家の子供と比較し、寝付けぬ夜を過ご

しました。

　翌日から行動開始。M町在住者でしたので、町役場の福祉

課に相談したところ、あの家庭は生活保護の前歴があり、不都

合があった為に、保護対象にならないとのことでしたが、ときの

福祉課長さんも大変心配してくれて、一緒に見に行ってくれま

した。その結果、民生委員の方と相談して、何とかしましょうと

の返事を頂き、一安心しました。あとは子供と一緒に生活をす

る大人の人が必要なので、その子たちの親戚を数軒当たりまし

たが、父親が借金などの迷惑を掛けており、協力できないと断

られました。しかし、その内の一人の、K市に住むおばあちゃ

んに頼み込んで、渋々承諾を頂き、子供達の面倒を見てもらう

ことにしました。

　その間１ヶ月でしたが、クリスマスのケーキを持って訪ねたり、

お正月には、お年玉を持って行ってみますと、日一日と子供

達の顔が、柔らかくなって行くのが分かりました。それからは毎

月おばあちゃんが、家賃をお店に持って来てくれるようになり、

大きくなっていく子供達のことを、話して行ってくれるようになり

ました。「社長さん、Y子が今度、高校受験なんです」とか「弟も

中学に入学できました」とか、様子が手に取るように分かるよう

になりました。

　今回の職業奉仕についての文章には、なっていないと思い

ますが、会社を通じて住宅産業に関係し、環境づくりを、念頭

に置いて仕事をしている私が、なかなか社会に貢献できるよう

な事が出来ずに、20数年が過ぎてしまいました。でもあの時の

幼かった子供が立派に成人し、結婚相手を連れてニコニコ来

店してくれた時の、あの驚きと喜びは、言葉では到底言い表

せない、私にとってこれ以上ない、「職業奉仕」になりました。

私は思わず、「本当によかったね！そして有難う！」と、心で叫

んでいました。

　如何だったでしょうか。仕事を通して社会に奉仕する、そんな

職業奉仕の事例を紹介させて頂きました。

★ 幹 事 報 告　 境野登章幹事

　皆様こんにちは。先日の三クラブ合同例会では、沢山の方

のご出席、ありがとうございました。三クラブ合同例会のホストク

ラブとして、無事に終了した事に関係者におかれましては感

謝致します。

　本日は白河ロータリークラブより、会長の須藤博之様・副会

長の吉川幸雄様・会長エレクトの田村俊男様 ・ シスター委員

長の鈴木邦典様。合計4名の方が見えております。この後、会

長エレクトの田村様に卓話をお願いしてあります。田村様、楽

しみにしております。どうぞ宜しくお願い致します。

　それでは、幹事報告をさせて頂きます。11月16日、行田クラ

ブとさくらクラブと忍郷友会、3団体共有で使っている複合機の

入れ替えを行いました。理事会で決定し、当社、境野商事㈱

より購入して頂きました。会員の皆様、ありがとうございました。

この場を借りて、お礼を申し上げます。

　11月19日、クリスマス例会に関して親睦委員会の炉辺会合

が富士見寿司さんに於いて行われました。素晴らしい企画案

が出ました。ご期待を裏切る事はないと思いますので、ご家族

お誘いの上、多数の参加をお待ちしております。以上、幹事

報告とさせて頂きます。ありがとうございました。



★ 委 員 会 報 告

★雑誌委員会　「ロータリーの友」読みどころ紹介　
.............................................冨田久雄委員

★ 本 日 の 卓 話　

白河ＲＣ会長エレクト　　田村俊男様

★ 謝 辞　古 沢 勇 治 会 長

★ 出 席 奨 励 ・ ス マ イ ル 委 員 会

※出席状況報告　野口一信委員長

T ・ 正 会 員 数 56名

A ・ 85年規定承認者 12名

A ・ 理事会欠席承認者 0名

P ・ 本 日 の 出 席 者 30名

B ・ 各承認者の例会出席者 6名

MU ・ 本日のメーキャップ者 7名

本 日 の 出 席 率 74％

※ニコニコ報告　井上真弓副委員長

古沢会長 白河RCの皆様、ようこそ行田へ。
田村会長エレクト、卓話ありがとうございました。

境野幹事
須藤会長様、吉川副会長様、田村会長エレクト
様、鈴木シスター委員長様、ようこそいらっしゃい
ました。歓迎いたします。

白河RC
須藤会長　　

行田ロータリークラブの皆さん、
お世話になります。

田村会長
エレクト

本日はつたない話を聞いて頂き
ありがとうございます。

諸貫会員
白河の皆様、ご苦労様です。1998年6月5日、行
田、白河RCの友好クラブで一緒の席でしたね。
懐かしい、同じ会長同志として。

小山会員
白河クラブの皆様ようこそおいで頂きました。心よ
り歓迎いたします。

永島会員
ようこそ白河RCの皆様、忍城に歴史つながりで
那須烏山との交流はいかがですか？

福島会員
白河ロータリーの皆様ようこそおいでくださいまし
た。田村会長エレクト、卓話よろしくお願いします
。

冨田会員
白河RCの皆様、本日はご苦労様です。大歓迎
いたします。古沢年度第二回親睦コンペ、おか
げさまで優勝できました。ありがとうございました。

清水義夫
会員

白河RC田村様、
本日は卓話ありがとうございます。

石渡会員 白河ロータリークラブのみなさん、ようこそ。卓話
ありがとうございます。

小林会員
落ち葉が風に舞う季節になりました。お体をご自
愛下さい。白河RCの皆様ご来訪・卓話ありがとう
ございます。

持田会員
ガバナー公式訪問団、吹上RCで最後になりまし
た。大変勉強になりました。月信よろしく！

内山会員 白河RCの皆様ようこそ行田RCへ。お会いできて
嬉しいです。

中島会員 白河からようこそ。田村様、卓話ごくろうさまです。

山本会員
白河RCの皆様本日はようこそ行田におこしいた
だきありがとうございます。

斉藤会員 本日は白河RCの皆様はじめ、炉辺会合“いちま
る、祥”をご利用いただきありがとうございます。

武井会員 白河RC田村様、卓話ありがとうございます。

鈴木貴大
会員

中学生の職場体験を見て、ウチの子供も手伝い
をしてくれれば…と思いました。

野口会員 県民大会ボートで40歳以上の部、優勝できまし
た。

その他
宮内会員、清水義夫会員、武田会員、清水治雄
会員、小池会員、渡辺会員、鈴木克枝会員、稲
垣会員、小椋会員、坂田会員、井上会員

本日のニコニコは、47,000円です。
ありがとうございました。

★ 点 鐘 　 古 沢 勇 治 会 長
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