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筑西市の花　春の花　なしのはな

筑西市は日本で最も古い梨の産地のひとつ。
県の銘柄産地に指定される国内有数の産地
です。梨の白い花は、清楚で気品が漂い優
しさが感じられます。市の繁栄のシンボル
としてふさわしい花です。

筑西市の花　秋の花　コスモス

可憐でありながら、倒れても立ち上がる力
強さを持つ花です。『宇宙』という意味が
あり、市の将来性と可能性を象徴していま
す。また『調和』の意味もあり、４市町合
併で誕生した筑西市をイメージできます。

筑西市の鳥　つばめ

田植え期の田園を飛び交い、躍動感を感じ
させるその姿は、筑西市の将来像にふさわ
しい鳥です。益鳥であり、幸せを呼ぶとい
われています。軒先に巣を作る姿をよく見
かけ、親近感を感じる鳥でもあります。

筑西市の木　さくら

市内の全域に数多くの品種が植栽されており、名所も多く、広く市民
に親しまれています。
春、咲き誇る姿は美しく、存在感があり、また優しさも感じられます。

花 見 例 会
　 　 母子島遊水池

　　　　　　　
会員卓話（ネパール帰国報告）
　 　 宮 田 憲 一 会員
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『 仲良く　元気で　広げよう奉仕の輪 』　2018－19年度 下館ロータリークラブテーマ

言葉を理解しようとしている努力に敬意を表し

たいと思いました。又、筑西市国際友好協会の

皆様に敬意を表したいと思います。

幹 事 報 告   　　  潮 田 武 彦 幹事

○下妻ＲＣより週報受理

○ローターアクト地区大会の案内

　日時　５月５日 12：30 登録開始

　場所　ホテルテラスザスクエア日立

○地区研修協議会の案内受理

卓　　話              神 山 芳 子  会員

　只今、プログラム委員長からご紹介いただき

ました神山芳子でございます。このたびは、ポ

リオの無い世界のための奉仕賞 - 地域賞をいた

だけましたことと、皆様を前に発表の機会をい

ただけましたことを大変光栄に存じます。しば

らくの間どうぞよろしくお付き合いください。

　私は、2010年９月１日に下館ロータリークラ

ブに入会いたしました。これが私の奉仕活動へ

の原点となりました。当初からロータリーの活

動には積極的に参加してきました。

　年が明けて 2011年３月11日、忘れること

のできない東日本大震災が起きました。当時、

石巻市民病院に勤務していた弟から支援物資依

頼がきました。すぐに当時の小林会長、鈴木光

則幹事へお願いをしたところ、緊急対策を実施

してくださいました。その時は関谷会員のトラッ

ク提供　関彰商事のガソリン提供をいただき、

鈴木幹事・新井和雄会員、早瀬会員が現地にタ

オルと歯ブラシ、粉ミルク、をはじめ当スクー

ルからの衣類などなど多くの支援物資を石巻市

役所緊急対策室へ届けてくださいました。弟は

前例会報告     第2870回   2019/3/20（水）

会 長 挨 拶 　  永 井 啓 一  会長 

　神山さんに、本日の卓話をお願いしておりま
す。宜しくお願い致します。

　今月は水と衛生月間、世界ローターアクト週

間です。ローターアクトの吉原葵さんが、国際

協議会日本代表３人の中に選ばれた事は、特に

名誉なことだと思います。お祝いの会を竹野ガ

バナー補佐にお願いして行いたいと思います。

　連絡事項ですが、環境保全を行っています。

母子島遊水池で、３月31日（日）10時から花見

例会及びクリーン作戦を実施します。催し物は、

関先生とお弟子さん達による浅山一伝流の演武

を予定しています。参加団体は、ボーイスカウ

ト40名、ガールスカウト20名、旭ヶ丘自治会

120名、市３名、国２名です。当日は、他の団

体でりそうの会が母子島の遊水池に西側から

ボートを降ろし、水門から子供達を乗せる催し

物が予定されています。ご承知おきください。

また、４月21日、県民文化センターで登録８

時点鐘９時で地区大会が行われます。出欠の案

内メール等、ご案内しましたのでご参加宜しく

お願いします。

　３月19日（火）筑西市国際友好協会の第52

期 日本語教室閉講式に出席してきました。日本

の言葉、文化を学習するためABCのクラス分

け、Aは日本に来て半年、Bは１年、Cは１年

半で分けられており、各国 タイ、フィリピン、

インドネシア、イギリス、アメリカ等20歳から

51歳までの方がいました。

　閉講式は修了証書の授与に始まり、18人の

日本語のミニスピーチがありました。スピーチの

中で、日本への来日目的は多くの人は、美しい

国、綺麗な国、富士山、桜を見たいとのことで

した。又、若い人の中にはアニメが見たいと有

りました。日本の好きな食べ物は、多くの人は

寿司、天ぷら、ラーメン、お好み焼きと有りま

した。

　どんな仕事に従事しているかですが、農業（ト

マトハウス）で働いている人や学校で英語のアシ

スタント教師をしている人がいました。いずれ

に致しましても、日本という異国に来て文化、



『 ロータリーの心と力を地域社会へ 』　 2018－19年度 国際ロータリー第2820地区テーマ

年参加するきっかけとなりました。

　開会式前には、事前会議という部門があります。

山崎パストガバナーにお伺いして、参加が可能

と知ってローターアクト会議に出席したことがあ

りました。ソウルでは日本からたくさんのロー

ターアクターがきていました。そこには、国際ロー

タリー田中作次会長ともお目にかかることがで

きました。

　翌年のサンパウロでは、若者の奉仕活動への

熱い想いを知ることができました。なんといっ

ても、一番の楽しみは、わが国のブース訪問です。

　大きな影響を受けたニューオリンズ国際大会

をきっかけに神山芳子バレエスクールパフォーマ

ンス開催時には、何かしらの奉仕活動をしたい

との思いが募りました。これまで、東日本大震

災復興支援募金、ネパール地震募金、常総市水

害募金、そいてポリオ撲滅募金活動をしてきま

した。ポリオへの思いは、小学３年生の時のク

ラスメイトと先輩との出会いでした。彼らは小

児麻痺＝ポリオによる障害をもっていたのです。

私は、その時から強い関心をもっていました。

　Rotary活動の一環が、日本では撲滅している

ポリオウイルスがいまだに世界の国々のどこか

に 存 在 し て い る 現 在、「世 界 の ポ リ オ 撲 滅」

END OF POLIOを目指していることをしりま

した。また、当時下館ローターアクトの一人だっ

た娘のローターアクターの誘いで参加した2015

年９月29日、増上寺で開催のポリオプラスプロ

グラムで関場先生はじめ松本先生の講演を聞い

たことが翌年のパフォーマンスチラシへのポリオ

撲滅ロゴの掲載になりました。

　ロゴの活用は、当地区のガバナーにも承認を

頂き、パフォーマンス開催とポリオ募金のPRを

かねて 3000枚～5000枚のチラシを保護者や

生徒、後援機関を通じて開催の約２か月前から

もちろん、石巻市役所の方々からも感謝の言葉

をたくさんいただきました。この時のクラブの

迅速な対応ぶりに感銘を受けた私は、この時か

らロータリーでの奉仕活動を実践していこうと

心に誓いました。

　そして、この年の５月、ニューオリンズで国

際大会が開催され、これが私の国際大会へのデ

ヴューとなりました。入会推薦者の一人　日向

野陽会員が当時のガバナー山崎清司さんのい

らっしゃる古河東ロータリークラブに連れって

いってくれました。これが、更なるロータリー

精神に火をつけることになる山崎トラベル＝別

称 山崎トラブルとの出会いです。

　東日本大震災の影響でわが第2820地区では

地区大会の会場であった結城市民文化センター

が使用できなくなったことも大きなことでし

た。山崎清司PDG はニューオリンズで第2820

地区参加者の会を実施したいとのご意向で、現

地の友人の紹介でレストランを予約、茨城ナイ

トの誕生となりました。

　はじめての国際大会は、すべてが感動でした。

私が日本人であることを知ると、たくさんの人

が声をかけてくださいました。

あなたは何をしてほしいか？

あなたたちのためになにかできるのか？

自分たちにできることはあるか？

　熱心な問いかけに胸が熱くなりました。

コンベンションセンターの膨大な規模、列を成し

て入場を待つ多くの参加者は数万人という多

さ、エンターテイメントの素晴らしさ、スケール

の大きさは半端ではありませんでした。それは、

見事でした。友愛の家への訪問は、更なる感動

でした。膨大な会場には世界中から出店された

ブースは浅草の仲見世通りのごとく立ち並んで

います。そこで、日本国旗を見つけて立ち寄ら

せていただきましたのは、第2710地区PDGご

夫妻のもとでした。そこでは、「世界平和へ祈

りを込めて」千羽鶴を折らせていただきました。

日本茶とお干菓子でおもてなしをされていらっ

しゃいました。その後、東日本大震災の様子を

紹介している宮城県石巻市のブースも訪問し、

世界中から集まるロータリアンとの出会いと感

動を得て、以来、バンコク、リスボン、シドニー、

ソウル、サンパウロ、アトランタ、トロントに毎



4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みんなのためになるかどうか

＊欠席の場合は午前10時までにダイヤモンドホール（☎0296－28－8511）へご連絡下さい

▼関谷　　徹さん　神山会員の卓話、楽しみです。

▼加藤　昌美さん　長崎で桜の開花情報、良い

陽気になりました。

　神山さんの卓話、楽しみです。宜しくお願い

致します。

▼新井　和雄さん　神山芳子会員の卓話を記念

して。

▼鈴木　光則さん　神山さんの卓話を記念して。

▼中丸　　健さん　神山さん、卓話宜しくお願

いします。

▼百目鬼博行さん　神山さんの卓話を楽しみに

しております。

▼岩﨑　晴男さん　神山会員の卓話を祝して。

▼神山　芳子さん　本日はポリオのない世界の

ための奉仕賞について卓話させて頂きます。

どうぞ宜しくお願い致します。
▼小林　一彦さん　神山さん、卓話楽しみにし

ていました。宜しくお願い致します。

▼鈴木　健一さん　神山さん、卓話宜しくお願

いします。楽しみです。

▼宮田　憲一さん　神山さんの卓話を記念して。

　次週は私のネパール報告会で、現在準備して

おります。宜しくお願い致します。

▼早瀬　浩一さん　神山さん、卓話宜しくお願

いします。随分暖かくなりましたネ。

▼内山　勝洋さん　神山さん、本日の卓話楽し

みです。宜しくお願い致します。

▼薄井　章一さん　神山さん、卓話宜しくお願

いします。

▼塚田　砂与さん　神山さんの卓話、楽しみに

しております。宜しくお願い致します。

▼神長　宏寿さん　神山さん、本日の卓話楽し

みです。

本日の合計　34,000 円　累計　818,300 円

出 席 報 告　    内 山 勝 洋 委員長

■メークアップ（敬称略）

３月12日　東京恵比寿ＲＣ例会　神山芳子

３月19日　筑西市国際友好協会　永井啓一

配布しています。日頃は、ペットボトルキャップ

の収集がポリオワクチン投与に役立つことを伝

えながら集めています。催し物の開催時には特

にたくさん集まりますので、この機会を大いに

有効活用しています。

　これまでの活動には、提唱の下館ローターア

クトクラブ会員の協力がありましたが、昨年度

は自クラブのロータリー財団・社会奉仕・国際

奉仕の各委員会の皆さんの協力が得られ、さら

に盛り上がってまいりました。

スマイルＢＯＸ  神 長 宏 寿 委員

▼永井　啓一さん　神山さんの卓話、楽しみに

しておりました。宜しくお願いします。

▼潮田　武彦さん　神山会員の卓話、楽しみに

きました。本日は宜しくお願いします。

免除

1

病欠

1

欠席数

9

出席数

20

会員数

31


