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例会報告 No.1919 11 月 6 日（水）晴れ  （司会  角田雅宣委員長） 

 

   

本例会でのおもな事項 

＊11 月誕生祝        ＊ロータリー財団フォーラム    

      ＊会長挨拶    (瀬戸会員、雨宮国際奉仕総括委員長、 
山本世界社会奉仕委員長) 

 
ビジター紹介 

国際奉仕総括委員長 雨宮  淳 殿 (つくば学園ロータリークラブ) 
世界社会奉仕委員長 山本  進 殿 (石岡 87 ロータリークラブ) 

誕生祝 お誕生日おめでとうございます。 

☆会  員   中川莞爾会員・草間春正会員 

長塚暁会員・松村仁寿会員・田上秀雄 

会員・染谷正美会員・青木正弘会員 

 
☆配偶者  中川会員・瀬戸会員 

左から(中川・草間・長塚・松村・田上・染谷（正）・青木(正) 各会員) 

諸報告 
40周年記念事業 (長塚 暁実行副委員長) 

基本プランとこれまでの経過と当面のプログラムについて

1月 18日(土)午後１時より、水海道市生涯学習セン

、谷和原村長、ライオンズクラブ会長、

は委員会で検討をしていただく。 

1～15 日で招待状の発送、記念事

 40周年記念事業
の報告を致します。 
記念式典は平成 15年
ター1階ホール、祝宴は満月です。 
招待者につきましては、水海道市長

青年会議所理事長、ガバナー、ガバナー補佐、8 分区会長・幹事、境 RC、
ツウンバ交換学生、米山奨学生、会員家族 です。 
の杉山氏、市民の一般参加を求めます。 記念講演には、相撲評論家

記念事業につきましては、ご覧の通りです。記念誌・記念表彰について

祝宴は、新年会およびツウンバ交換学生の歓迎会も兼ねるため親睦、国際奉仕両委員会の協力を得て

開催します。具体的な内容は、今後協議し決定することになります。 
当面のスケジュールですが、11 月 8 日午後 6 時より記念誌委員会、
業の確定、12月には、会員への案内・当日作業プログラムの確定、1月 10日～具体的準備とチェック、 
１月 18日 本番となります。ご協力宜しくお願い致します。 
新世代並びにライラ委員会 (秋田政夫委員長)  
セミナー参加人数 73名、当クラブより 5名の参加をいただきました。 

 1月 20日(火) 午後 12時 30分より 日本ハム下館工場 
くば 

幹事報告   （松村仁寿幹事） 
週報受理     つくば学園ＲＣ 
例会変更通知受理 下 館 RC     1

  つくば学園 RC 11月 14日(木) 午後 6時より オークラフロンティアホテルつ



会

、WCS 委員長の山本さん、ようこそお見えになりました。会員

一

先月の米山月間に引き続き宜しくお願いいたします。 

方達

というニュースがあります。これは、フィリピンで 1997

創立され、コロンボ・リコネクショ

覚障害になって

て、土の中のミネラルが少なくなっており、野菜や穀物もミネラル分が不足

団フォーラム (瀬戸隆海委員長) 

ー財団月間です。毎年、皆様方から多額の浄

財

有意義なプロジェクトに対し、

 使途については、目標に掲げましたと ム、交流プログラムと大き

長挨拶  （田中正躬会長）

国際奉仕総括委員長の雨宮さん

同心よりご歓迎申し上げます。 

 今月はロータリー財団月間です。

財団の活動は、寄付だけではないことは、本日ご出席され、卓話をしていただく地区委員の

のお話を伺えばよく解ると思います。 

財団学友がロータリークラブを創立した

年に結成されたGSEのメンバーと、第3800地区の国際親善奨学生の学友会から発展したものです。

最初はケソン州、インファンタの Agta 部族集団のために教師補佐の研修を提供しました。国際労

働機関から学友会に米貨 4000 ドルの補助金が出ました。メンバー達は、ロータリークラブならば、

財団マッチンググラントを獲得でき、Agta 部族集団のためより多くのことを達成できたかもしれ

ないと思いました。現会長のバーナード氏は当時を思い出し、「私達はロータリークラブになろう

じゃないか」と自問しました。「私達はロータリーの名を携え、ロータリーのプログラムから恩典

を得ており、ロータリーの為に何か善いことをしたいのです。」こうしてジュン・ロータリークラ

ブは 2月 6日に平均年齢 35 歳という若さで発足しました。 

財団学友からなる 2番目のクラブは 5月 15 日にスリランカで

ンズ(Reconnections)ロータリークラブと、ピッタリの名前がつけられました。 

 日本大学医学部耳鼻咽喉科の生井講師の話によると、毎年約 14 万人が新たに味

いるということです。60 代が多く 3:2 で女性が多いそうです。ミネラルの摂取が不足すると、舌

や口の中にある味のセンサーの「味蕾」の新陳代謝がうまくいかなくなり、味の障害が起こると

されております。 

ひとつは土壌がやせ

しているのが原因と考えられております。それに加え、加工食品に含まれるフィチン酸とかコリ

リン酸というのが、亜鉛などのミネラルの吸収を妨げています。味覚障害で 1 番多いのが、味が

わかりづらくなる「味覚減退」。味が全く無く砂を噛むように感じるのが「味覚消失」。味覚障害

と診断され、血液検査で亜鉛の濃度が低いとわかれば、亜鉛を補給したり、唾液の出が悪いこと

が原因の場合は漢方を使うこともあります。心因的なこともありますが、7～8割は治ります。予

防には、ミネラル不足にならないようにバランス良く食べることが大事。生井講師は「半年以上

たつと治癒率が下がるので、1～2週間で治らなかったら医師のところへ来ていただきたい」と話

しています。 

ロータリー財

今月は、ロータリ

を御喜捨いただいております。 
 ロータリー財団は、貧しい人々や

世界各地で人道主義に裏付けされた補助金を支給し、財団奨学

生や教員、事業や専門職に携わる人の国際交流に教育補助金と

して支給しています。この財団の目標は、人道的、教育的、交流

プログラムに補助金を授与することによって世界の人々の間に理

解と友好関係を増進していくことです。 
おり、人道的プログラム、教育的プログラ



Sow the Seeds of Love 11 月はロータリー財団月間 

つに分けられますが、皆さん御存知なのは、ポリオプラスとか、研究グループ交換（ＧＳＥ）とか、一年く三

際奉仕の分野

区

ございます。たびたび、貴クラブの例会

タイ、フィリピン等を中心に支援活動をしております。

募金をされているようでご

ざ

長

 

 出席率 ８４．３１％

交換留学生とか、国際親善奨学金などがあります。最近では、地域社会援助プログラム（ＣＡＰ）など、地

区及び各クラブの事業に対して還元される補助金も新設されました。当クラブでも本年、社会奉仕委員会

が中心で行われました事業に対して、補助金が下付されたことは新しい記憶と思います。 
 本日は、財団の補助金から拠出されていますし、どちらかといえば国

になるかと思いますが、ＷＣＳについてさらに学習したいと思います。皆様も既にご承

知の上で、毎例会時に募金をいただいておるとは存じますが、当クラブ創立４０周年

記念事業の中でＷＣＳ事業の支援を掲げておりますが、ＷＣＳについてもっと理解を

深め、目的意識をもった事業が推進され、水海道ロータリークラブ４０周年として足跡

を残せる活動ができるよう、今回のフォーラムの目標とさせていただきました。今回の

より、国際奉仕総括委員長の雨宮様とＷＣＳ委員長の山本様

におこしいただき、ＷＣＳの活動現況および方向性をお話いただきます。 
 〔雨宮総括委員長・山本WCS委員長〕 

例会のために、地

 本日は、例会にお招きいただきありがとう

にはお邪魔させていただいておりますが、今回は映像を使った資料によって説明さ

せていただけるということで、ご用意させていただきました。特に、北村パストガバナ

ー夫妻には自らそれぞれの事業に参加していただき、ご理解をいただきましたこと

につきましては大変感謝申し上げたいと思います。 
 当地区では、特に

（各種事業を映像による資料によって紹介） 
最後に、貴クラブにおかれましては、ＷＣＳ

いますが、できれば、ただ単にお金を寄付するだけでなく、事業目的

をハッキリさせ、事業成果を皆様方の目で見ていただけるのが一番良

いかと思います。そのために、我々が最後までお手伝いさせていただき

ますので、宜しく御願いいたします。 
） 出席報告 （古谷栄一委員

 

  

ニ ボッ （武藤康之委員長）

・青木(正)・染谷(正)・田上 各会員) 

雨宮さん、山本さんようこそいらっしゃいました。 松村会員 

ました。 熊谷会員 

入金計 ￥６０,０００  累 計 ￥８５２,０００ 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

５４名 ４２名 １２名 ３名 １名 

コニコ クス  

誕生祝の御礼 会員(中川・草間・長塚・松村

       ご夫人(中川・瀬戸 各会員) 

今月もよろしく。 小島会員 

11 月も宜しくお願い致します。

茨城県アマチュアダブルス 5アンダーで 4位入賞しました。 斉藤会員 

米山月間の奨学金寄付ありがとうございました。102 万円のご寄付があり

例会欠席続きました。 田上会員         
                                   

会報委員会   委員長 山崎善市   副委員長 竹村菊雄    委員 砂長 治 


