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′(　　第1351回

2015年11月24日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢2770地区の歌｣

卓　話｢新築住宅を検討する際の窓選びの重要性｣

YKKAP㈱　埼玉統括支社

開発営業部課長　速水謙太郎様

′′■ヽ､

第1352回

2015年12月1日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

卓　話｢緑区区政全般について｣

さいたま市縁区

区長　岡村健司様

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1349回･ 2015年11月10日(火)

司会　鈴木寿和副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣
ソングリーダー宮坂秀樹会員

四つのテスト･ロータリーの目的

中山重則会員

会長挨拶　町田信行会長

お客様紹介　浅見　定副会長

幹事報告　上野拓也幹事

米山記念奨学金の贈呈　町田信行会長

11月の誕生祝い　町田信行会長

バナー交換　町田信行会長

委員会報告
浅見　定副会長
大熊勝巳クラブ広報委員長
桝柳寿美恵国際奉仕プロジェクト委員長
大島雅文ゴルフ部会長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

金子　努委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会
清水敏夫出席担当委員長

卓話者紹介　柳寿美恵国際奉仕プロジェクト委員長

卓　　話｢子どもシェルターについて｣
大倉法律事務所
所長　大倉　浩様(浦和ダイヤモンドRO

点　　鐘13:30　町田信行会長
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立冬もすぎまして､いよいよ冬にはいりました｡この

ところ雨模様のお天気が続いておりますが､皆さん風邪

などひかぬよう体調に注意していただきたいと思います｡

本日は､浦和ダイヤモンドロータリークラブの第15

代会長の大倉活様に卓話をいただきます｡どうぞよろし

くお願い致します｡

そして､アメリカからウイル･マイケルズさん､米山

記念奨学生の谷雨さんようこそ｡歓迎申し上げますo

さて､先般､不正会計問題で紙面をにぎわしていまし

た東芝の9月中間決算の営業利益が900億円の赤字で､

子会社の売却利益などで､税引き後利益は370億円の黒

字を確保したと報道されていました｡また､不適切会計

問題で､歴代3社長に対して､ 3億円の損害賠償を求め

る訴訟を起こしました｡

この金額が高いのか低いのかはわかりませんが､オリ

ンパスが損失隠しなどで役員19人に総額36億円､ライ

ブドアの粉飾決算では､ 7人の経営陣に総額35億円の

損害賠償税給が求められました｡これらに比べて､東芝

の責任追及は｢身内に甘い｣という批判があるそうです｡

また､旭化成建材の不正データ間題､タカタの欠陥エア

バックなど大手企業の不祥事が続いています｡

会社の信用失墜とともに､国内､海外での莫大な補償､

損害賠償で会社の存族にかかわるのではと思われます｡

我々も身を引き締めて経営にあたらなくてはならないと

思った次第です｡

今月は､ロータリー財団月間です｡ 1917年に26ドル

50セントの寄付から始まったロータリー財団は､ 10億

ドル以上の寄付を受けるほどの大きな財団に成長しまし

た｡財団はこうして多くの方々に支えられ､人道的分野

や教育面での支援活動を続けています｡

前回例会で､中村ロータリー財団担当委員長からお願

いがありましたが､年次寄付200ドル(24,000円) ､ポ

リオ･プラス50ドル(6,000円)､合計30,000円のご寄付

をお願い申し上げます｡

今週末､ 11月14日(土)浦和ロイヤルパインズホテル､

15日(日)さいたま市文化センターで地区大会が開催され

ます｡ 15日は､全員登録になっておりますので､全員

出席でお願い致します｡ 0
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プレゼントになろう

□11月14日(土)､第1本会議､ 13:00点鐘､浦和ロイヤ

ルパインズホテルで開催されます｡ 12:00より地区教育

指導セミナー､出席義務者､地区役員･会長･幹事･次

年度会長･次年度幹事･ 5大奉仕委員長｡ 12:20-

12:50より地区決議会･会長会｡

□11月15日(日)､地区全会員出席で最後までお楽しみ下

さい｡

□11月28日(土)､ RLIパートⅡ｡ 12月12日(土)､ RLIパ

ートⅡが開催されます｡

□12月23日(水)､ ｢米山記念奨学部門感謝の集い｣が開

催されます｡

□次年度幹事予定者に､清水敏夫会員が本日の理事会で

承認されました｡

清水敏夫次年度幹事予定者

米山記念奨学生谷　雨さん

11月15日(目)､さいたま市

文化センターで地区大会が開
催されます｡私たち奨学生は､

アトラクションを行います｡

ダンスなどを披露します｡

ロータリーのお陰で色々な奉仕活動に参加し､日本

での生活が充実しました｡地区大会は頑張りますの

でよろしくお願いします｡

富樫　孝会員(11月1日)

神坂達成会員(11月10日)

中村元徳会員(11月15日)

金子　努会員(11月25日)
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東京弁護士会では｢子供の人権救済センター｣とい

う組織を設けています｡ここで､電話の向こうから聞

こえてくる子供の声､相談に来る子どもたちの話は想

像を超える話ばかりです｡

当初は､いじめ､体罰､不登校など学校での問題に

関する相談がほとんどでした｡学校は子どもたちが健
′､やかに学び､遊び､社会に出るまで守られて成長する

ところです｡そこで子どもたちが傷つき､命を落とし

ていく｡日本の学校で何が起きているのかという思い

でした｡

十数年前から､虐待などで､家族の中で苦しむ子ど

もたちの相談がどんどん増えていきました｡社会の中

でも虐待ということに目を向けてくれる人が多くなり､

2000年には｢虐待防止法｣という法律もでき､虐待

問題が認知され､子どもたちを救い出さなければ､と

いう意識は育ってきています｡

親から逃げてくる子どもたちに｢今日､泊まってい

いよ｣と言ってあげられるシェルターがなぜないのだ

ろう｡ 1994年から毎年､弁護士会で子どもたちと弁

護士がお芝居をつくってきました｡今年で21回目｡

テレビや新聞でわかってもらえない子どもの苦しい現

状を目の前にして､たくさんの市民に知ってもらいた

〟-､いという活動です｡最近では､ 700人､ 800人という

観客が集う大きな催しになってきました｡

2002年､パート9の時に､子どもシェルターがほ

しいというお芝居をつくりました｡これを観た人たち

や､弁護士たちが口々に｢つくろうよ､この夢のシェ

ルターを｣となりました｡

児童福祉関係者､一般企業､普通の市民､弁護士､

皆が同じ思いを抱き､この子どもたちを救うためのシ

ェルターをつくろうと働き､夢であった子どもシェル

ターがお芝居の時と同じ名前の｢カリヨン子どもセン

ター｣として､ 2004年の6月に生まれました｡親権

者との対応は弁護士が行い､外側は弁護士がガードし､

シェルターでは､スタッフが子どもたちと一緒に暮ら

すというシステムをつくったのです｡

子どもシェルターが全国に広がってほしいいう願い

があります｡神奈川､愛知､岡山､広島､和歌山､札

幌､千葉､新潟､今年は大分､さらに沖縄､兵庫､大

阪で準備が始まっています｡

それぞれの地元の､市民と児童相談所関係者と弁

護士､企業､様々な人たちが一人の子どもの命を守

らなければならない､という思い出連携し､子ども

シェルターが立ち上がっています｡

こうした子どもたちがいるということに目を向け

ていただき､皆さんのご理解をいただけたらと思い

ます｡

(カリヨン子どもセンター理事長坪井節子氏認証状伝達式記

念公演文より抜粋)

紹介　豊田愛祥国際交流･友好担当委員長

米国フロリダ州セントピーターズマークロータリー

クラブからお見えになりましたウイル･マイケルズ

さんです｡ ｡お嬢さんが北浦和で国際交流基金の勉

強で来ておりまして､当ホテルに宿泊｡ 2週間目本

に滞在され､明日は京都､後､高松に観光旅行され

ます｡今日は当クラブの例会にバナーを持って来ら

れたので､バナー交換をします｡

浅見　定副会長(地区大会副実行委員長)

□11月15日(日)地区大会2日目のソング｢2770地区

の歌｣は当クラブ星野和央会員が作詞しましたので､

スポットライトで紹介をしますので､多くの会員の

ご参加をお願いします｡

口当日､南浦和駅から文化センターまでの案内を担

当します｡ボーイスカウトの皆さんも来ますので事

故のないように､当クラブから5人出すよう要請が

ありましたので､皆さんのご協力をお願い致します｡

クラブ広報委員会大熊勝巳委員長
11月15日(日)地区大会2日目､さいたま市文化セン

ターですが､当クラブが会場の｢友愛コーナー｣で
ロータリー活動写真展と水を配る担当になっています｡

本日の理事会で説明しましたが､各委員会から1名
のご協力をお願い致します｡

国際奉仕プロジェクト委員会柳寿美恵委員長

国際大会が､来年5月28日より開催されます｡登録

料37,200円です｡ FAXにてご案内を差し上げますので､

大勢の方のご参加をお願い致します｡

大島雅文ゴルフ部会長
第2回北東マスターズを12月2日に開催いたします｡
ご案内を配布しましたのでご覧下さい｡



大倉　浩様(浦和ダイヤモンドRC)本日は､伝統あ

る浦和北東ロータリークラブで､卓話の機会をい

ただき､本当にありがとうございます｡ ｢恵まれ

ない子供達に愛の手を｣を理念に､ ｢少年少女の

シェルター｣設立のためNPO法人の理事長となる

予定です｡'ロータリーの皆様の御支援を期待して

います｡

町田信行会長　皆様こんにちは｡大倉浩様､本日の

卓話よろしくお願い致します｡アメリカから､ウ

イル･マイケルズ様ようこそ!!谷雨さんようこそ!!

横田　元会長エレクト　皆様こんにちは｡本日の卓話､

大倉法律事務所所長大倉浩様よろしくお願い致し

ます｡谷　雨さんようこそ｡本日理事会において､

次年度幹事を清水敏夫会員にお願いし承認されま

した｡よろしくお願いします｡

浅見　定副会長　皆様こんにちは｡浦和ダイヤモン

ドRC､弁護士大倉浩様､本日の卓話｢少年シェル

ターについて｣よろしくお願い致します｡米山奨

学生谷雨さんようこそ｡

上野拓也幹事　本日の卓話｢少年シェルターについて｣

大倉法律事務所所長大倉浩様よろしくお願い致し

ます｡ウイル･マイケルズさんようこそおいで下

さいまた｡歓迎いたします｡

大島雅文会員　第2回北東マスターズを開催します｡

参加よろしくお願いします｡

星野和央会員　大倉先生､ロータリーの仲間として､

母校の仲間として卓話を聞くのは男子のよろこび

です｡

豊田愛祥会員　大倉先生､非行少年にかける愛情に

敬服いたします｡事業が成功されることをお祈り

しています｡

熊野義治会員　大倉様､忙しい処､卓話有りがとう
ございます｡よろしくお願いいたします｡

中村元徳会員　ロータリー財団月間に因み､ 11月

10日～メンバー皆様の寄付ご協力をお願い致します｡

金子　努会員11日～13日､福岡へ本年最後の旅行

に出かけます｡本年もよく出かけました｡

篠原唯史会員　大倉浩様､本日の卓話ありがとうご

ざいます｡

llt非へのプレゼントになろう

斉藤忠治会員　大倉浩法律事務所所長大倉浩様本日

はようこそおいで下さいました｡卓話よろしくお

願いします｡

固谷昭吾会員　2-3日前から温度が下がり､寒く

なりましたね｡今日は､市の健康診断で9時から

病院へ行き規定の検査をして来ましたが､空腹の

上でしたので､高齢ですので疲れました｡今日の

卓話､ダイヤモンドクラブの大倉先生よろしくご

指導のほどお願いいたします｡

富樫　孝会員　大倉法律事務所所長大倉浩様お忙し

い中ありがとうございます｡卓話宜しくお願い致

します｡

宮坂秀樹会員　最近､斉藤さんと新宿で偶然会います｡

清水敏夫会員　こんにちは｡寒くなりました｡

繰越金508,000円　本日39,000円　計547,000円

平成27年11月14日(土)浦和ロイヤルパインズホテル
11月15日(日)さいたま市文化センター
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル
TEL 048-827-1 1 ll

事務局　さいたま市浦和区高砂2-∠卜3

内田ビル3階〒330-0063

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

会　　長

会長エレクト

副会長
幹　　事

S A A

副幹事
クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

羽鳥　和夫

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳


