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 会長卓話  

 
松井 昭夫 会長 

皆様こんにちは。先日 10 日開催の少年柔道大会

に際し、皆様には大変ご協力を頂きまして感謝申し

上げます。また社会奉仕委員会の皆様には開催に

際し、準備段階から色々ご尽力を頂きまして有難うご

ざいました。お陰様で大会は大成功、いまさらながら

越谷北クラブの素晴らしさを再認識致しました。バリ

の子供達もきっと良い思い出の残る日本での試合で

あったと思います。この大会に参加したことにより 1 年

間授業料が免除されるということで、やる意味があっ

たと思っています。 
1994－1995 年ロータリー財団国際親善奨学生の

山﨑直子（旧姓角野直子）さんが、宇宙飛行士を目

指した原点は、1986 年 1 月に起きたスペースシャト

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                  会 長 ： 松 井 昭 夫 

例会場：越谷市千間台東 1-1-6 クオレ千間台 2Ｆ                              副 会 長 ： 一 柳 昌 利 

T E L  048（975）9898                                        幹 事 ： 須 賀 篤 史 

F A X  048（977）3741                                                  会報委員長 ： 並 木 勇 一 

創 立：1976 年 5 月 11 日 
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ル・チャレンジャー号爆発事故のニュースを聴いて

「亡くなった宇宙飛行士たちの意思を引き継いで、宇

宙の素晴らしさを子供たちに伝えたい」との思いから

だそうです。 
当時中学三年生の彼女は、テレビを付けながら受

験勉強中でしたが突然事故の映像が飛び込んでき

たそうです。事故は衝撃的でしたが、同時に笑顔で

宇宙船に乗り込む宇宙飛行士の映像が目に焼き付

きました。調べると日系人宇宙飛行士や､学校の先生

も搭乗していたことが分かり、当時学校の先生になり

たいと憧れていたこともあり､親近感を覚えたそうです。

SF やアニメではなく『これが現実だ』と感じたそうです｡

あの事故は打ち上げ直後の大爆発で 7人が命を落と

し衝撃的でした｡ 
其れで宇宙が怖いとは思わなかったのですか？の

問いに、怖いと言うより、そう云う事が起こり得るのだ

な、と宇宙の真理の探究には決して綺麗な面だけで

なく怖い事も有ると強烈に心に残ったそうです。怖さ

を乗り越える大切さを子供心に考えさせられたそうで

す。その後、東大で航空宇宙を学び宇宙開発事業団

（現 JAXA）に就職とまっしぐらに宇宙飛行士の道へ

進んだそうです｡ 
遺伝子工学や建築にも興味はあったそうでが、でも

進路に迷ったときはいつもチャレンジャー号のことを

思い出していたそうです。“やっぱり宇宙がやりたい”
夢を追いかけていました｡そして 1999 年 2 月宇宙飛

行士候補に選ばれました｡早ければ 2003 年頃に飛

べると思っていましたが､2003 年のスペースシャトル・

コロンビア号事件で大きく変わってしまいました。今度

は帰還時の事故でチャレンジャー号事故の時とは違

って､一緒に訓練した仲間が乗っていたので人ごとで

はなかったそうです。 
遺された家族が悲しみの中にいる。遺族のケアが

最優先で次に一刻も早い飛行再開を目指すが、スペ

ースシャトルは飛行再開出来るか分からないという意

見が強かったそうです。いつ宇宙に行けるか全く見通

しが立たない、世の中計画通りにいかないものだと感

じたそうです。先が見えない時期を乗り越えて、ようや

く飛行の連絡が室長から届いたのは飛行機で移動中、

携帯に着信のメールが入り、見てみると｢スペースシャ

トルのミッションに任命する、おめでとう頑張ってくれ」

と NASA の飛行任命は突然来るそうです。 
宇宙へ着いたのは選抜後 11 年目だそうです。宇

宙でフワッと浮かんだ瞬間、体中の細胞がワーッと活

性化して“細胞が喜んでいる”と感じたそうです。初め

て見た地球は想像とは全く違っていました。目の前の

風景が当たり前のことだとつい思ってしまうのだが、幼

児の時に感じていた近所の裏山が全ての世界という

日常と今では大差がある｡年を重ね、日々の活動が

変わり家族構成が変わることで､又住む場所が変わる

ことで、日常と思う景色は変わってくるものだ。 
私は 11年間訓連していたことも有り、宇宙を特殊な

場所だと思っていた。確かに重力に逆らって宇宙に

出ることも、そこに住むこことも多くの技術が必要であ

るし､宇宙に到達して体が浮いたときの感覚やポッカ

リと真上に光る青い地球を眺めた時の感覚は、非日

常の極みだったと言える｡しかし、いつしか其れが当

たり前に成って来て指先で壁を押せばスッと進む事も、

宙返りが普通に出来ることも､寝袋の中でフワッと浮き

ながら寝ることも日常と思えてくる｡ 
宇宙で生活して一番意外だった事は非日常と思っ

ていた宇宙が段々と日常に成った事だ。そして地球

に戻ると今度は重力の大きさに驚く｡頭に漬け物石が

乗っているかのような重さ。紙一枚でもずっしりと来る

重さ。そして『外に降り立った時のそよ風の心地良さ』

草や木の香り、土の感触、何もかも皆愛おしい。地上

から離れ、無重力でかつ人工的な環境の宇宙船で

過ごした後では､目の前の在り来りの景色や香りこそ

が、何より愛おしく感じられた｡当たり前と思っていたこ

とは､当たり前でない、とても有り難いと言うことを理屈

抜きで感じる。忙しく過ぎていく毎日だがこの中にこ

そ物事の本質や幸せが隠れていると思う。日常のとら
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え方も変わってくるようだと言っております。 
 我々ロータリアンも常にチャレンジ精神を持つことで、

クラブも活性化されると思います。 次年度ももう直ぐ

始まります。特に若いメンバーの方々はクラブに来る

のが楽しい、と思うクラブライフを目指してください。 
 
 

 お客様挨拶  

 
第 2710 地区 周南西 RC  

福永 靖文 様 
 

 幹事報告  
 

 
須賀 篤史 幹事 

・越谷市国際交流協会より 協会だよりが届いており

ます。 
・越谷南 RC、東 RCより 4月-5月の例会案内が届い

ております。 

 委員会報告  

 
親睦委員会 

大濱 裕広 委員 
・北越谷駅 西口ロータリー 12 時 15 分集合です。 
・夕食は KKR ホテルにてありますが、出発が 12 時

30 分ですので、昼食は各自済ませてからご参加く

ださい。 
・明治神宮での参拝の際、男性はネクタイ着用、女性

はスカート、正装にてお願い致します。 
 

 
次年度幹事 

大島 直幸 会員 
・本日例会終了後、第 4 回被選理事会を開催いたし

ます。 
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  卓話   

 
VTT 委員会 

中澤 伸浩 会員 
地区活動報告 

 私は、本年度、初めての地区出向ということで、

右も左も分からないまま、地区財団部門の VTT
委員として、活動して参りました。委員長は、川

口西 RC の川島さん、委員は私のほか、金杉さん

（八潮みらい RC）、長さん（川口 RC）という顔

ぶれです。 
 職業研修チーム（VTT）とは、専門職業人のグ

ループが海外に赴き、スキルや知識を身につけ、

現地の 専門職業人にスキルや知識を提供するも

のです。クラブや地区は、この VTT を支援する

ために、地区補助金またはグローバル補助金を使

うことができます。 
 年間のスケジュールとしては、昨年 2 月の顔合

わせ会議に始まり、地区チーム研修セミナー、4
月には、地区研修・協議会、7 月には財団部門セ

ミナー、10 月には、グローバル補助金セミナー、

11 月には VTT 継承事業、12 月には財団部門全体

会議といったかたちでした。 
 VTT 委員会では、2013-14 年度 井原財団部門

委員長、早船委員長のもとで、 
サンディエゴ RI5340 地区との間で、高齢者ケア

についての職業研修チーム派遣が実施されました。

介護チーム、医療チーム 5 名の派遣事業です。 

 また、2015-16 年度、中川財団部門委員長、飯

野 VTT 委員長のもとで、フィリピンのセブ・マ

クタンでの超音波診断装置（エコー）の導入、診

断スキル向上のプログラムとして、日本の医師・

技術者による職業チーム派遣がなされました 
 本年度、新たに実施した事業はありませんでし

たが、前年度 VTT 委員長飯野さんのもとで実施

されたフィリピン・マクタンでの超音波診断装置

（エコー）の導入、診断スキル向上のプログラム

の継承事業ということで、本年度、フィリピンセ

ブ・マクタンより、7 名の技術者を受入れました。

計 11 日間の訪日滞在でした。 
 前年度財団部門委員長として当該事業に関わっ

た中川ノミニー（大宮 RC）のご協力を得て、系

列の医療機関において、技能向上のための研修な

どを実施しました。 
 ＶＴＴ委員会としては、そのほか、財団月間の

卓話のための勉強会を 3 回ほど実施し、私も慣れ

ないながら知識の習得に努めました。 
 昨年 11 月の財団月間には、当クラブにて卓話

講師を務めましたが、まったく未熟な内容で、皆

さんのご要望に応えられなかったと感じています。 
 次年度、私は、引き続き地区出向と言うことで、

財団部門の資金推進委員会に所属することになっ

ています。委員長は、春日部南ＲＣの伊澤さんで

す。この資金推進委員会は、まさに財団月間の卓

話依頼に応じて卓話者の委員を派遣する委員会で

あり、本年度の早船委員長によれば、計 32 クラ

ブから派遣依頼があったようです。 
 そのような話を聞いていますので、次年度は、

果たして地区委員として外部講師の役割を果たす

ことができるのか、今から不安がいっぱいですが、

出来る限り事前の準備・勉強をして備えておこう

と思います。 
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ロータリー財団部門 

部門委員長 宮﨑 敏博 会員 

地区役員活動報告 
 今年度R財団部門委員長として活動しておりま

す。 
地区 R 財団部門には、資金を集める委員会が 2 委

員会ありまして、ポリオプラス委員会はご承知の

通りポリオ撲滅のために、資金を会員一人当たり

50 ドルお願いしております。発症国が昨年アフガ

ニスタン、パキスタンの 2 か国でしたが、今年再

びナイジェリアが加わり 3 か国になってしまいま

した、まだまだ撲滅運動は続きます。資金推進委

員会は、年次寄付会員一人当たり 200 ドルをお願

いしております。そしてロータリーカードの加入

促進、利用のお願いをしております。皆様からお

願いしましたお金を使う委員会は 4 委員会、主に

グローバル資金の補助金委員会、社会奉仕・国際

奉仕活動のための地区補助金委員会、財団奨学

生・平和フェローシップを発掘する財団奨学平和

フェロー委員会、専門職業人のグループを海外に

派遣し、または、招聘して企画する VTT 委員会

そして、資金が公正に使われているかを診る資金

管理委員会の 7 つの小委員会から構成されており

ます。それぞれの委員会をお手伝いする形で部門

委員長の役があります。ご承知の通り今年度、財

団 100 周年の年で、各グループ各クラブで冠を付

けたイベントをお願いしていまして、例年より、

活発であることは確かです。IM、周年式典への参

加と 6 月上旬まで続きます。自クラブの例会に参

加できない日もありますが今後とも宜しくお願い

致します。 
 

 

      
・周南西 RC 福山靖文様 ようこそ 
 宮崎様 中澤様、本日卓状宜しくお願いします 

松井昭夫 
・周南西 RC 福永様 ようこそ  

 須賀篤史             
・長州から見学に来ました。 
 活動範囲は世界なのですが、やはり日本が一番で

す。 
福永靖文 

・地区委員の皆さん 
活動報告を宜しくお願い致します。                

鈴木英男 
・本日は地区活動報告致します 
 宜しくお願い致します。          宮崎敏博 
・4/26（水）第 2000 回記念例会へのご出席をお願い

致します。                   小林光則 
・宮崎さん 中澤さん、本日卓状お疲れ様です 

青木清 
・福永様 ようこそいらっしゃいませ 
 宮崎様 中澤様、卓話楽しみです 

 松﨑義一 
・本日地区活動報告の卓話をさせて頂きます。 
 よろしくお願いします             中澤伸治 
・周南西 RC 会員 福永様ようこそ 
 ごゆっくりと例会楽しんで下さい      関森初義 
・先日グアムへ行ってきました。 
 ユナイテッド航空でしたが、オーバーブッキングが

無くて良かったです。            大熊正行 
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・季節はずれの暑さです。 
 体調をくずさぬ様に。            一柳昌利 
・結婚祝いありがとうございます。      酒井新樹 
・前回二回続けて欠席しました。 
 海外旅行中のためです。          鈴木由也 
・福永さんようこそ 
 楽しんでいってください。宜しくお願いします。 
                          今井英治 
・福永様 いらっしゃいませ    市川洋和 伊藤純 
・本日早退です。                堀野眞孝 
・世界平和の為に   山本正乃 本間孝 大濱裕広 
 
 

出席報告  
会員数             52 名 
出席免除者          14 名 
出席者             38 名 
欠席者             10 名 
出席率            79.0% 
 

 
4 月 26 日 KKR ホテル 

参拝の様子             
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集合写真 皆さん良い写りです。 

  

 

 
松井会長ご挨拶 

皆さんこんばんは、本日は 2000 回例会にご参

加頂きまして大変有難うございます。 
2000 回例会に先駆け明治神宮に於いて、皆様の

健康と事業の益々の発展及び北クラブの更なる発

展、3000 回 4000 回を目指すべくご祈祷をして頂

きました。 
2000 回と言いますと、41 年の歳月を要しまし

た。私は 2006 年 4 月 12 日に太田会員に誘われて

入会し 11 年目に成ります。対して 41 年の歳月は

只々感心してしまう永さです。私の 11 年とは比

べるまでも無く驚愕の世界です。そしてこのクラ

ブにはその全てを知るチャーターメンバーが現在

3 名居られます。小林政一会員、青木清会員、高

橋正美会員の御三方です。1000 回例会にも出席さ

れていると言う事で、素晴らしいメンバーがクラ

ブに居られる事に大いに誇りを感じております。 
1000 回例会の会長は故小河内梅幸さん、幹事に

小林光則さんでした。当時から在籍するメンバー

は石井会員、一柳会員、稲垣会員、太田会員、岡

﨑会員、木村会員、黒田会員、小林操会員、小林

光則会員、桜井会員、鈴木英男会員、鈴木由也会

員、関森会員、長島会員、堀野会員、本間孝会員、

宮﨑会員の 17 名です。不思議なもので、1000 回

が 1996 年 6 月 26 日で、2000 回が 2017 年 4 月
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26 日と両方とも 26 日です。小河内さんも、天国

から例会を見守っているものと感じてしまいます。

きっと石川さんも又参加してくれている事でしょ

う。 
今日は2000回例会をここKKRホテル東京で開

催するにあたり親睦委員長の太田さん、プログラ

ム委員長の小林光則さんには大変お骨折り頂き、

そして小林操ガバナー補佐には明治神宮の参拝に

お力添え頂き有難うございました。今回の記念例

会開催に当たり、各委員会の委員の皆様にもお世

話になり有難うございました。 
 

今宵は 1000 回例会の思い出でも聞きながら、

大いに語らい、大いに楽しみましょう。 
今日ご参加の、若き会員の皆様にお願いが有り

ます。北クラブは老・壮・青のバランスの取れた

クラブですから、壮・青の方たちが立場を変えて

老・壮として、3000 回の例会に必ず出席すること

を先程明治神宮に於いてお願いしておきました。

其の時私は天国から参加しますのでよろしくお願

いします。もちろんご招待で参加費は無料でお願

いします。 

 
須賀幹事報告 

・地区青少年奉仕部門より IA・RA 合同奉仕活動参

加の御礼が届いております。 
・本日、事務局杉山さん、伊丹さんに今月分の給与を

お支払いしました。 

 
記念品など 

 
越谷北 RC 皆様の名前が彫られています。 

 
 
 
 
 

歓談風景 
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3000 回例会目指して頑張りましょう 
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