




 RYLA・DAY  2010.3.6           

       
        ガバナー挨拶       元第 43次南極地域観測越冬隊員桜庭俊昭先生 

 

 
オーロラ、沈まない太陽、風呂で凍った髪の毛、凍ったそうめん 

    
訪問者ペンギン、巣を守るペンギン、アザラシ     平成の寺子屋「元気塾」斉藤祥子先生 
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第 25回（586回）会長挨拶                           
     棚澤 正行 
 皆さんこんばんは、本日のプログラムは新入

会員のイニシエーション SPです。 
 中島会員については、何回かお話を伺ってお

りますが改めてお仕事の話をした頂こうと思

います。また、先週入会された長谷川会員には

お仕事の話から「人となり」までお話しして頂

きたいと思います。宜しくお願いします。 
  
 3月 7日国立女性教育会館に佐川国際奉仕委
員 長 と RYLA ・ DAY （ Rotary Youth 
Leadership Awards）に出席してきました。
ライラとは青少年指導者養成プログラムの事

を言います。 
 会場が広いせいか 250人は居りましたが、少
し寂しい感じでした。 
 井桁会長は直前 RYLA 委員長で思い入れが
あるせいか、東クラブは移動例会という事で、

9人参加しておりました。 
 
 内容としては、元第 43 次南極地域観測越冬
隊員桜庭俊明先生の「今、南極は・・・」とい

うテーマのお話と、平成の寺子屋「元気塾」主

宰・斉藤祥子先生の「今を大事に」というガバ

ナーと同じテーマのお話でした。 
 この先生の卓話の後に移動し「今を大事に」

というワークショップテーマで各テーブルご

とに分かれディスカッションをして発表でし

た。 
 ライラは 30 歳までという事ですが、ほとん
どが女子高生でした。行田さくら RCの矢沢さ
んが去年 28歳の娘さんを参加させたら、「自分
が一番おばさんだったと！」怒られたそうです。 
 最初の挨拶は、ガバナーは環境問題に取り組

んで欲しいということで桜庭先生を呼んだと

いう事、石川研修リーダーの「ロータリアンと

はどんな人達か？」という質問には「何か商売

をしていてロータリーを通じて何か良い事を

しようと考えている人達。」と言うイメージが

一般的という話、野口健吉新世代委員長は「一

日の内の 8時間のゴミの時間をどう使うかで人
の大きさが変わる。」という話をしていました。 
 以前、職奉のセミナーで小川 RCが呼んだこ
の越冬隊の桜庭先生の話に感動したと聞きま

した、要は向こうでの経験談でしたが、パワー

ポイントを使ってオーロラとかペンギンとか

凍ったそうめんを食べた話とか新しく来たブ

ルトザーを海に落とした事を内緒にしたとか

の話でしたが、生の経験のお話でしたので伝わ

ってくるものがかなりありました。 
 元気塾の斉藤先生は元校長先生ということ

もあり、「おーいお茶の俳句」や「あいだみつ

おの詩」をとりいれてのお話で、子供たちの心

をつかむのが上手でした。 
 先週木曜日に、6 月の職場訪問をしたいと考
えている「清酒直実」でおなじみの「権田酒造

さん」へ渡邊幹事と行ってまいりました。 
 工場見学をさせて頂き、例会、食事をする部

屋を下見させて頂きました。権田社長のお父様

は熊谷 RCから西、籠原と 3つのクラブに在籍
していた方だそうです。 
 権田社長は色々な会で岡部さんを良く知っ

ているみたいでした。 
 社長には、お米をふかす施設から実際絞って

いるところまで、説明して頂き、渡邊幹事の積

極的な質問攻めに答えて頂きました。 
 当日は 7種類のお酒の利き酒会をゲームとし
てやってくださるそうです。また最高の酒も出

して頂けると聞いてきました、楽しみにしてい

てください。 
                      

    以  上 
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幹 事 報 告 
     
      渡邊 藤男 
 
１． 地区より 
＊ 米山カウンセラー・奨学生オリエンテー

ションのご案内 
＊ 地区協議会における部会について 
＊ ロータリーの冊子 

２． 熊谷市より 
  ＊第２０回記念熊谷さくらマラソン大  
 会の開催に伴う役員推載について 
３．熊谷東 RCより 
  ＊第３０回 新世代、ライラ剣道大会ご協 

 賛のお願い 
 
   以上が届いております。 
 
 
 

２００９年度、国際奉仕委員会： 

         前期活動を顧みて 

 
              

   委員長  佐川 順一 
 
２００９年度、当委員会ではクラブ伝統の青

少年交換留学生の支援をメインに活動を行っ

てまいりました。新規留学応募者はいませんで

したが、オーストラリアのメル・ローダーが６

月、熊谷をプライベートで訪れ、家族と共に旧

交を分かち合えたことが有意義でありました。 
９月、嵐山、婦人女性会館において前年度留

学生、帰国報告会がありました。式上、RI全地
区において年 5万ドルの奨学金の出る修学生候

補７０人の中に当２５７０地区より二人の候

補者選出が発表されたことは大きな喜びであ

りました。 
１１月、商工会議所において恒例の熊谷市国

際交流委員会主催の外国人スピーチコンテス

トが行われ、会長から賞が贈られました。 
１２月、当地区よりブラジルに派遣され、そ

の後、メキシコにも留学した滝島愛さんが当ク

ラブを訪れ、スピーチを行いました。 
しかしなんといっても、去年２月、加藤博パ

スト会長、萎沢会員、植竹会員がオーストラリ

ア、アッパーヤーラを訪問、両クラブの友好を

深めることに貢献されましたことが当クラブ

国際奉仕部門にとって一番の収穫ではなかっ

たと思います。 
ハイチでは未曾有の大地震に見舞われ、国際

機関からの救援活動も盛んに行われています。

ロータリークラブとしてもなんらかの支援を

すべきであると思います。RI、地区からの支援
要請が待たれます。  以上 
 
 

第２回「入会３年未満研修会」 

    石井 一則 
 
 ３月９日（火）本庄早稲田レクチャールーム

にて第２回「入会３年未満研修会」に参加して

まいりました。 
 第１回は約１２０名の参加でしたが、今回は

約半分の約６０名でした、内容としては前回の

続きで… 
 
★ 職業奉仕 
★ 国際奉仕 
★ ロータリー財団 
  ３項目の研修を受けてまいりました。 
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 前回同様 RLI（討論形式）で研修を進めて来
ました。上からの一方的な講義でなく、ディス

カッションリーダーが研修生に質問や意見を

述べさせたりする為、人の話（講義）を聞くよ

り自分で話したり発表したりしたほうが覚え

る為身につきやすいかなと思いました。 
 内容的には、「今さら人に聞けない・わかり

やすいロータリー」のマニュアルが有れば誰で

もわかると思いますが、３年未満だけでなく１

０年・２０年未満の方ももう一度よく読んで下

さいと加藤ガバナーがおっしゃっていました。 
 また地区の研修リーダーの石川さんは入会

３年未満でなくフレッシュマンとよんでいま

した。何故かと言いますと、「ロータリークラ

ブ」も１０５年経って進化や変化をしているの

にもかかわらず、１０５年前の考え方の人が沢

山居ると話していました、因みに当熊谷南クラ

ブは１５年足らずの若いクラブなのでその様

な方は居ませんとキッパリ話してきました。 
 最後に今回の研修で奉仕の事を学びました、

ロータリークラブが色々な奉仕や支援をして

いる事は十二分にわかりましたが、一つ疑問な

のが例えば最近ハイチやチリなどで大きな自

然災害等有りました。新聞やテレビその他メデ

ィアに○○団体が寄付をいくらしたとか、○○

機構が人や物資を送ったとか目耳に入ります

が、ロータリークラブが何かしたと聞いたこと

がないのは何故でしょうか？ 
 
 

イニシエーションスピーチ 

      中島 勉 
 
 早いもので、当会に入会して二ヶ月が過ぎよ

うとしています。この席をお借りして、自己紹

介をさせて頂きます。 

 昭和３４年４月１０日に、熊谷市万吉の自宅

で生まれました。ところで、昭和３４年４月１

０日に、国内で何があったかわかりますか？ 
 代々続く、豆腐製造業の家で育ち、私で五代

目になります。小・中学校では、水泳や陸上競

技大会で優勝したこともありました。高校でも、

陸上競技がやりたくて県立行田高校へ進学し、

赤点を取りながらも無事３年間で、卒業させて

もらいました。 
 「結果も大事な事だが、努力する事が大事」

なことを、クラブ活動を通じて学びました。 
 平成１５年に、吉岡小学校 PTA 副会長を務
め、１６年度から会長になり、熊谷市 PTA 連
合会の副会長を務め、１７年度熊谷市 PTA 連
合会の会長・大里地区連絡協議会会長・埼玉県

PTA連合会副会長をさせていただきました。多
い時には、週３日間ぐらい仕事も出来ませんで

した。何とかこの大役を務めさせて頂けたのも、

馬場孝さんをはじめ多くの方に支えてもらっ

たことに感謝します。 
 日本 PTA・関東ブロック等にも、参加させて
もらいました、日本 PTA 愛知大会の分科会の
中で、修養団の方の講演では自分がやらなけれ

ば、誰がやる。と黒板に書いておいたら、休み

時間に自分がやらなければ、誰かやる。と書き

換えられていたことについて色々話されまし

た。貴重な体験をさせてもらい感謝感謝。 
 一年後、吉岡小学校学校評議委員を２年間務

めさせていただきました。     以上 
 
 
              長谷川 信 
 
こんばんは、平成２２年３月３日に入会させて

いただいた長谷川です。 
昨日は歓迎会をしていただき感謝しておりま

す。 
まだ入って解らないことが多く、歯科医師をし
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ておりますが大学を出てそのまま社会に出な

いで仕事をしておりますので常識しらずのと

ころが多々あると思いますので、ご迷惑をかけ

ると思いますがご指導をよろしくお願いいた

します。 
お聞き苦しい点があるかと思いますが了承の

ほどよろしくお願いいたします。 
自己紹介 
昭和 41年 4月 2日生まれの 44歳です 
私は熊谷育ちではなく、東京生まれ東京育ちの

江戸っ子みたいなもので 
横浜にある鶴見大学を卒業後、この熊谷の肥塚

にある小林歯科にお世話になり、結婚し平成１

１年４月にここ熊谷の総合病院の前にはせが

わ歯科を開業させていただき、歯科医業を行わ

せていただいております 
現在、歯科界は最近テレビでも言われておりま

すが、１日に１件のペースで倒産しているそう

です、私の歯科医院でも一般的な歯科治療を行

ってきたわけですが 
開業後、数年は夫婦で仕事をしており、歯を詰

める入れ歯を入れるだけで終わっていいのか

詰めたら終わりですねと、言っているがそれで

終わりなのか、治療しいくらがんばっても、虫

歯になる環境でその歯をそのまま詰めても又

同じことになるのではないかと考え、治療した

は弱っている物でそれを何とか伸ばすことは

出来ないかと考え、これでは、患者さんの利益

が無いのではと考え、また健康な方に健康なま

ま過ごしてもらうには予防歯科という事を考

え実践させていただいております。 
詰めた歯または治療した歯は、統計上５年ほど

で何かしらの不具合が、出てくるそうです。 
それを、お口の環境、お食事の回数、つばの出

る量や質、歯の並び、体調、などをお聞きし検

査させていただき、健康な歯や口の中の環境を

よくすることにより、健康を保つことができと

考えております。 
治療もこの考えにのっとり、口の中の環境を良

くした上で治療を行うことで、治療の効果も上

がり、医療費の抑制、健康の維持につながる 
こういう、予防システムには患者様、歯科衛生

士、医師、地域の周知が大事と考え、これを行

うには、歯科衛生士という方が大変重要になっ

てきております。 
病院でいう看護士と同じなほど重要な仕事で

すが、仕事としての認知が無いせいか、学校に

行く方が少なく卒業すると引く手あまたです、

そして患者様から支持される職業だと思いま

す。 
このように周りの皆様がいて自分が生きさせ

ていただいていると思いますので、これを皆様

にお返しするためにも頑張って仕事、ロータリ

ー生活を頑張っていこうと思います。 
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棚澤正行会長・渡邊藤男幹事 

 本日は、中島さん、長谷川さんイニシエーシ

ョン SP宜しくお願いします。今日の例会は
時間通り終わるのでは？と思っております、

ハイ！ 
岡部俊之会員 

 急にヤボ用が出来早退しますが、中島会員と

長谷川会員のイニシエーションスピーチ楽

しみにしていたのに残念。 
澤田將信会員 

 お世話になります。本日のイニシエーション

スピーチ、中島さん、長谷川さんよろしくお

願い致します。澤田でした。 
佐川順一会員 

 中島勉会員、長谷川信会員、本日のイニシエ

ーションスピーチ、拝聴させていただきます。

今後のロータリーライフ、ガンバッテ下さい。 
馬場孝会員 

 こんばんは！中島さん、長谷川さん、本日の

イニシエーションスピーチを楽しみにして

おります。 
植竹知子会員 

 中島さん長谷川さん、本日は頑張って下さい

ネ。 
中島勉会員 

 初の、ニコニコ BOXです。今日の、イニシ
エーションスピーチよろしくお願い致しま

す。 

山口茂会員 

 中島さん、長谷川さん本日の卓話楽しみにし

ていたのですが、どうしても出席できず残念

です。後日発表を HPの動画で拝見します、
頑張って下さい！ 

新井正一会員 

 皆様、ご無沙汰しております。本日出席した

かったのですが、急な仕事で大宮に行かなく

てはならなくなりましたので欠席のお詫び

にニコニコの投函をさせて頂きます。宜しく

お願いします。 
高田直樹会員 

 中島会員、長谷川会員本日のスピーチ気楽に 
 いきましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


