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月間です 

 

 

 
 

 

 

４月は母子の健康月間です 

 

 

【前回の卓話】         「 創立記念例会 」      会員 足立 汎和 君 

会員の足立でございます。久しぶりに皆様の前でお話ができることを、大変光栄に感じ

ています。私が、こうして８０歳を迎えることができましたのは、リタイヤしてから福祉

施設の運営に携わりを持ったことにあります。ロータリアンとして精神を大切に感じ、仕

事を通じて社会奉仕をすることを実践しています。仙厓義梵（せんがいぎぼん）によると、

「６０歳は人生の花。７０歳で迎えがきたら留守だといえ。８０歳で迎えがきたら、早す

ぎるといえ。９０歳で迎えがきたら、急ぐなといえ。１００歳で迎えがきたらぼつぼつ考

えようといえ」とあります。傘寿を迎えた会員の卓話は、遠慮もせずにずうずうしい口を

利けるところが「乙なところ」でもあります。「まだまだ役にたつことがある」と信じ、本日の大役を果たさせて

いただきます。 

８０年前東山動物園が開園しました。動物園の歴史と共に歩んだ男であります。初対面の交流会において、印

象深い出来事のようで直ぐに名前を覚えていただきました。しかし実際には、「動物園の男が来た！」といわれた

ものであります。 

私の名前は、『足立汎和』と書きます。「汎」の字は、当時の名古屋博覧会が汎太平洋平和博覧会と呼ばれてい

たことから、父がその文字を使い勝手につけた名前と聞いております。私は、６０歳で人生を全うしたいと思っ

ておりましたが、ずうずうしさが高じて８０歳まで生きてしまいました。改めて長生きの秘訣は、「気は長く、心

は丸く、腹を立てず、口は慎め」であります。 

こうして時間稼ぎをさせていただきましたので、いよいよ本題に入ります。 

創立記念例会に出席した方は、現会員の中には一人もおりません。５月に創立をし７月次年度を迎える時には、

会長が引き続き就任いたしました。創立３年目に最長老である草野信隆さんが入会、水野恒彦さん、足立汎和と

【前回の会長挨拶】 
今月は「母子の健康月間」です。岡崎ＲＣの杉浦壽康さんのコメントをご紹介します。 

子どもを育むことで大切なことは「健康」である。「健康」には「身体の健康」と「心

の健康」がある。RI が当面目指しているのは発達途上国における「身体」の健康(ポリ

オ撲滅)である。RI は、地球上からポリオ撲滅を目指し行動を起こし 20 年以上の歳月

と莫大な浄財を費やしている。近年漸く撲滅に近づいているが未だ撲滅宣言は出ない。

何故だろう？根底に生活様式、文化、宗教の違い、そして最も重要なのは識字率(教育 知

識)の問題と地域紛争である。発展途上国の健康問題の解決には紛争終結も重要であるが、先ず識字率の向上に

力を入れるべきであり識字率の向上無くしては難しいと思う。 

一方、識字率が高く国民の生活が経済的にも文化的にも豊かな国、いわゆる先進国日本では発展途上国に見ら

れるような重い感染症や飢餓(栄養失調)は見られない。今日の日本では「身体の健康」より「心の健康」が課題

である。「不登校」(学童・生徒 13 万人、2016 年)「引きこもり」(成人 70 万から 100 万、2016 年)「発達

障害」(学童・生徒の 6～10％)並びに「虐待」(児童相談所が扱った件数 10 万 3 千件・27 年度速報)など「心

の健康」あるいは「子育てのあり方」が社会問題になっている。 

「発達障害」を除いて脳に病気が有るかどうかは解っていない。また発達障害の一部を除いて治療薬はなく、

こうした子どもの成長・発達には親や周りの大人の子どもへの関わり方が大切であると考えられている。言い換

えれば「子育て」あるいは「教育」のあり方である。今日観る子どもへの心の健康問題は約 50 年前に始まった

核家族(子育て)と高学歴志向(教育)に端を発していると思われる。 

子どもへの関わり方は、民族によって千差萬別であり、身体の健康に比べ RI が一律に対処することはできない。

日本のロータリアンは日本の現状を十分に認識して、「母子の心の健康問題」に取り組まなければならない。 

「拝観例会 ～お釈迦さまの言葉『法句経』～」西光寺住職 成田敏圀様（名誉会員） 

4４期【No.32】第 2112 回例会                        2017/4/27 
 （過去 3 回の修正出席率  3/23：100％ 3/30：97.92％ 4/6：100％） 

【本日の卓話】              
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続きます。 

現在のロータリークラブは、新入会員を迎えるにはカウンセリングを行い了解

のうえで入会してまいります。当時は、適当な勧誘でありました。ある日先輩か

ら呼ばれ、訳もわからず例会場に出向きました。すると既にロータリークラブへ

の入会が決まっていました。新年度初めの例会に招待されたのですが、当日は普

段着で上着もネクタイもなく、先輩も断念して次週からの入会となりました。入

会当時、杉山先生や齊藤先生には大変お世話になりました。 

岡崎東ロータリークラブは、次年度創立４５周年を迎えます。アメリカで創設されたロータリークラブで有り

ますので、クォーター毎のお祝いを大切にするべきと考えています。創立後の１０周年の方針を踏まえて、２５

周年記念誌ができました。分厚い冊子で有りますが、岡崎東ロータリークラブの精神を網羅した格式高いものと

なりました。 

ロータリークラブは、経験者が新クラブを創立していくのが通例でありますが、岡崎東ロータリークラブは、

全員が新人のクラブで立ち上げたことから、創立には大変苦労をいたしました。まさに手探り状態の運営で有り

ます。岡崎ロータリークラブ創立 20 周年記念事業として、内藤卯三郎パストガバナーから岡崎にもうひとつの

クラブを作ってはどうかとの提案があり、５人のメンバーが集まり新クラブの設立を企画されました。地区大会

運営委員会のような仕組みで準備が進められました。そして昭和４８年４月２０日、２６名のメンバーを集めて

創立総会が開催されました。５月２日には、正式な認証状が届きました。創立して、１カ月以内で認証状が届い

たことになります。当時認証状伝達式も大変苦労をいたしました。 

創立記念日のいいところは、クラブを再認識できるところであります。私の想いとし

ては、５周年ごとに、新たな取り組みを実施していくことであります。５年ごとに計画

をして、友愛の機会を作ることが大切です。盛大でなくてもいいが、区切りをつけてい

くことが重要です。 

当クラブは、松本東ロータリークラブと姉妹クラブ提携をしています。６月に提携し

て本年で３０周年を迎えます。提携当時は、５年毎の交流をしてきました。この機会に

また姉妹クラブ交流の再開をお願いしたいと思います。次年度、姉妹クラブ交流委員長

になりました。「８０歳、まだまだ役にたつこともある」の精神で頑張りたいと思います。 

最後に、東京ロータリークラブの佐藤千壽さんのことばを紹介します。彼は「ロータリーは人づくりである」

と言っています。ロータリーの人づくりとは、芋の子を桶の中でかき廻す様なもので、芋と芋がお互いにこすり

あって自然と黒い皮がむけてきれいになるーそのかき棒になるのがロータリーの計画する様々な活動である、と

言っています。ロータリークラブの精神で、当クラブが益々飛躍することを期待して、本日の卓話の任を降ろさ

せていただきます。 

 
卓話：会員 足立汎和君 

 
創立記念例会 

 
中川副会長より足立君へお礼の言葉 

幹事報告(酒井賢君) 
■ 本日 19 時～第 20 回岡崎ローターアクトクラブ例会に

安井副幹事･佐野次期ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長が出席されます。 

■ 次週 4/27(木)は拝観例会です。鴨田の「西光寺」で開

催します。駐車場は境内に詰めて駐車してください。 

■ 次々週 5/4(木)は法定休日により休会です。 

■ 5/11(木)は岡崎市消防本部での移動例会です。同日 11

時～定例理事会を開催します。 

ビジター報告  ありません 

出席委員会   本日の出席率 92.00%(欠席 4 名) 

前々回(4/6)修正出席率 100%(欠席 0 名) 

親睦委員会  13 クラブ親睦スポーツ大会ご案内 

ニコボックス委員会  
 小林清文君 足立さん卓話宜しくお願いします。 

 草野信隆君 創立記念おめでとうございます。 

 足立汎和君 本日卓話させて頂きます。 

 鈴木圭介君 中分区ゴルフ大会で優勝しました。 

 畔栁秀幸君 中分区ゴルフ大会、個人では優勝、準優

勝を取りましたが、団体戦は論外でした。 

 林孝夫君  中分区ゴルフ大会で三好賞をいただきま

した。変な盾でした。 

 三城偉央君 中分区ゴルフ大会、鈴木さん優勝、畔栁

さん準優勝、酒井さんもおめでとうございます。 

 長坂勲君･小木曽進君･西脇謙二君 ニコに協力します。 
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５月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

5/４(木) ― 法定休日のため休会です 

5/11(木)12:30～ 岡崎市消防本部 「移動例会」 

5/18(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「西大平藩と陣屋」大西西町史跡保存会 会長 内田明夫様 

5/21(日) 滋賀県方面 「親睦日帰り家族例会」※5/25(木)例会振替です 

他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

変更予定日 RC 名 サイン受付場所 

5/1(月)～5/5(金)はゴールデンウイークのため近隣クラブ休会です。 

5 月 8 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30 

5 月 9 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

5 月 10 日（水） 豊田東 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

5 月 16 日（火） 岡崎城南 定款第 8 条第 1 節の規定により休会 

5 月 19 日（金） 西尾 KIRARA 西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30 

5 月 22 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

5 月 23 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

5 月 29 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

5 月 30 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

5 月 30 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 未定 未定 定例会 

ひよどり会 5 月 11 日(木) チャーム 定例会 

写楽会 有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示 

【会議報告】「2017-18 年度 地区研修･協議会」4 月 22 日(土)～ウエスティンナゴヤキャッスル    副幹事 安井健次 

 平成 29 年 4 月 22 日(土)午後 1 時より、ウェスティンナゴヤキャッスルにおいて、2017～2018 年度地区

研修・協議会が開催されました。当クラブからは、24 名の当クラブの次年度の重要な役職を担う精鋭たちが参

加されました。 

 本会議では、神野重行ガバナーエレクトから、『今日からロータリーを楽しもう！』と地区方針が説明され、

自ら活動することによってロータリーの活動の意義、楽しさを感じることが大切で、奉仕を通じてロータリー活

動に楽しみを見いだそう。というものでした。その後、分科会ごとに分かれて次年度に向けて各部門についての

勉強をされたことと思います。参加された皆様、貴重な時間を費やしていただき、ありがとうございました。今

後ともよろしくお願い致します。お疲れ様でした。 

   


