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例会報告 No.1922 11 月 27 日（水）晴れ  （司会  角田雅宣委員長） 

 

本例会でのおもな事項 

＊会長挨拶        ＊会員卓話   (小島 富雄会員) 
 
ビジター紹介 
ガバナー補佐 京坂源兵衛殿 (取手 RC)  ・  会員増強委員   北 良彦殿 (竜ヶ崎 RC) 

 
北 良彦会員増強委員より 
水海道 RCの例会に初めて参加しましたのは GSEの時にお伺いした記憶があります。
今日は、2820 地区会員増強委員として和田委員長よりガバナー補佐と一緒に分区内
を回りなさいという命令がありまして、京坂ガバナー補佐の後をいつもついて回っており

ます。2 名の入会があると言ううれしいお話があり、来たかいがありました。増強も必要で
はございますが、このクラブは、会員同士の思いやりの心が大変すばらしいので退会者が少ないのではと

思っております。本当に今日はお伺いさせていただきましてありがとうございました。 
京坂ガバナー補佐より 
ガバナー公式訪問やポリオ撲滅キャンペーンでお世話になりました。 
こちらのクラブに参りますとだいぶ元気付けられます。なぜかなと考えてみま

すと、こちらの例会は親睦を図りながら、米山梅吉さんが「例会は人生の修

養の道場だ」と言われたことが具現化されていると思っておりますし、一期一

会の精神がその背後にあるのではないかと思っております。さらに、ロータリ

ーの活動がしっかりした歩みを持っておりますので、例会がしっかりしていると言う感じを持っております。 
これから IM(2月 1日)開催、GSE受け入れ、地区大会、分区内のチャリティゴルフ等の行事を成功させ
るために、皆様のご協力の程よろしくお願い申し上げます。 
諸報告 
新世代委員会 (染谷正昭委員長)  
11月 22日～24日に開催されましたライラ・セミナーのお手伝いありがとうございました。 
国際奉仕委員会 (五木田利明委員長) 
1 月の交換学生の件ですが、6 名から 3 名になりました。またメンバーの訪問は 2 月 10、11、12 日でお
願いできないでしょうかという内容のメールでした。この件につきましては、委員会において相談し報告さ

せていただきます。 
幹事報告   （松村仁寿幹事） 
週報受理      守谷ＲＣ、取手 RC、水戸西 RC、岩井 RC、土浦 RC、水戸 RC 
例会変更通知受理  下館 RC 12月 18日(水) 午後 6時 30分より 三の丸ダイヤモンドホール 

1月 1日(水) 休会 ・  1月 8日(水) 午後 6時 30分より 三の丸ダイヤモンドホール 
会長挨拶  （田中正躬会長） 

 京坂ガバナー補佐、竜ヶ崎 RC の北さん、ようこそお見えになりました。会員一同心よりご歓迎

申し上げます。 

先日のライラ・セミナーでは、多数の方のお骨折りをいただき、誠にありがとう御座いました。

お蔭様で無事成功裡に終了できたことを感謝しております。 



 8 月にマレーシア、クアラルンプールで開催された 2002-03 年度第一回平和と開発に関する会

長主催会議には、1380 人のロータリアンとゲストが 27 カ国から参加し、ロータリーにおける最

大規模の会長主催会議の一つになりました。「ロータリーの奉仕活動は、人類の困窮と苦難を和ら

げますので、ロータリーのような組織こそが世界平和に最も貢献する組織だと私は信じてます。」

とビチャイ・ラタクル RI 会長が出席者に言いました。紛争解決に関する講演者の一人で、タイの

元外務大臣スリン・ヒッスワン博士は、新設のロータリー世界平和奨学金プログラムを称賛し、

「世界は、紛争解決の専門家をもっと必要としています。そして、ロータリーのような非政府団

体が、袖を捲くってもっと実践活動に関与する必要があります」と言いました。 

東京国際基督教大学に留学しているマレーシアの世界平和奨学生、マーガレット・スーさんは次

の言葉でロータリアンに感謝しました。「ロータリー世界平和奨学生は、恵まれた人たちです。私

達奨学生は、紛争を仲裁することを通して、人々に具体的且つ有意義な影響を与え、人類の関係

を改善できることを期待いたしております。」会議の出席者はその言葉に感銘し、その場で 11 口

の平和奨学金を支給する米貨約 500,000 ドルの誓約をしました。 

この会議のもう一つのハイライトは、インドとパキスタンのロータリアンが、両国間の理解を深

めるための架け橋を築く計画を発表したことです。両国のロータリアンは、舞台の上で抱き合い、

青少年交換、研究グループ交換および両国間の連合会を設けることを誓約しました。 

第 2 回の会長主催会議は 2003 年 2 月 21～23 日、ケニアのナイロビで開催され、保健および開発

問題に主眼が置かれます。 

新入会員候補の石塚利明氏、登坂 寛氏に対する異議はありませんでした。正式にご両者の入会

が決定したことをご報告いたします。 

 ニューヨークのマウントサイナイ病院の研究チームは 11 日、油で揚げたり、焼いたり、電子レ

ジで加熱したりした料理は、糖尿病の危険を高める最終糖化反応生成物(AGE)を多く含むとする論

文を発表。同じ素材を使った場合でも、低温で時間をかけて作った煮物や蒸し物の方が AGE が少

ないということです。さらに、12 日付けの神経学専門誌「ニューロロジー」掲載のデンマークの

研究所の論文では、1700 人を対象に調べた結果、毎日、グラス一杯程度のワインをたしなむグル

ープが最も痴呆症にかかるリスクが低かったそうです。フラボノイドなどの抗酸化物質を多く含

むことが原因とみられています。一方、ビールを日常的に飲む人は、痴呆症になるリスクが比較

的高かったということです。 

卓  話 (小島富雄会員) 

皆様こんにちは。貴重な時間を頂きましてありがとうございます。 

角田プログラム委員長さんから、前会長として話をするようにと言われ

たわけで御座いますが、口下手なもんで「勘弁して下さい」と申しまし

たところ、ロータリーには「NO」が無いと言うことでお引き受けいたし

ました。6 ヶ月ぶりにマイクの前でお話をすることは大変懐かしく思っ

ております。2001-02 年度のクラブ運営に関しましてはご協力を頂きま

してありがとう御座いました。素晴らしい会員の皆様に感謝申し上げる次第で御座います。 

さて、10 月の卓話は隅屋パスト会長さん。人品・人柄当クラブを代表するロータリアン。しかも、

会長経験を 2 回もしている非常に珍しい方の格調の高いお話を聞かせていただき、大変参考にな

りました。そして、北村直前ガバナーの卓話がありました。昨年の地区大会を始め諸行事を通し、

実力を発揮して下さいました。ガバナーとしての任務を全うし優秀な成績をもちまして釜久スタ



ンド裏にあります、ガバナー大学を卒業され現在に至っているわけです。 

11 月になりますと松坂地区幹事の卓話。第 2820 地区の噂では「泣く子もだまる地区幹事」と耳

にしております。また、私のゴルフの師匠でもありますが、30 年近く教えてもらっておりますが、

一向に上達しない、教え方が悪いのか私の運動神経が悪いのかとても残念です。そして、福田会

員の歴史ある天満宮のお話、しかも原稿なしの卓話には感心しました。クラブを代表する 4名の卓
話「人材雲の如し」と申しますか一流どころの方々が終了したわけであります。さすがに角田プログラム委

員長の「スピーカーの人選」また「ゴルフ場の運営」そしてミュージシャンとして、大変幅の広い素質の持ち

主でございます。 
入会してから早 19 年になります。後にも先にも卓話というのは初めてでございます。人前で話すことは

難しいものですね。物事をはっきりと言い、そして説得力のある話し方しかも立て板に水の如く滑らかに話

をすることを私も勉強したいと思っております。「立て板に水」と聴くだけでスーっとします。この水は私たち

の生活に無くてはならない物です。私の職業も水に関する水商売。職業についての話はまた後程。 
ここに一枚の新聞の切り抜きですが、アトックの先代であります、青木 彪さんです。ガラス研磨に踏み切

り成功という記事をこの場で配布し得意そうに話して下さった事を記憶しております。また、千葉八日市の

植木市場に行きまして、買ってきた大きな「もちの木」をなぜ、事務所の目の前の所かなと思ったのですが、

ある日酒の席で「跡を継ぐものに我を忘れるな」「この木より大きくなれ」歓楽街に出かけるときに酒に注意

しろと言い聞かせるように「大きな、この近くに見られない素晴らしい植木が自分と思って」事務所の前に

植えたと聞いております。 
纏まらない話で会員の皆様に失礼なことを言ったり、大変お聞き苦しい点多々あったことと思いますが、ロ

ータリーの友情に免じましてご容赦の程お願い申し上げます。 
最後になりますが、ホストクラブとして、ロータリー活動の 1 ページに残る「あの感動を分け合った」地区大
会が滞りなく終わりましたことに対しまして、感謝申し上げます。一世を風靡致しました、ホンダ創業者であ

ります「本田宗一郎さんと藤沢武夫さん」そして、ソニー創業者の「井深太さんと盛田昭夫さん」現在に至

るまでの一心同体の良きパートナーは皆様もご存知の事と思います。それに勝る意気の合った良きパー

トナーは北村直前ガバナーと松坂地区幹事このご両人と言っても「過言」ではなかろうかと思っているとこ

ろでございます。ガバナー輩出クラブの前会長と致しまして、御礼を申し上げますと共に、今年度におけ

ます田中会長・松村幹事さんのご活躍をご期待申し上げ、本日の卓話を終わらせて頂きます。 
出席報告 （古谷栄一委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜 暇 メーク 

５４名 ３６名 １８名 ３名 ０名 

 

   

出席率 ６６．６６％ 

ニコニコボックス （武藤康之委員長） 

北村、田中麗わしの両夫人ようこそお見えにな

りました。               隅屋会員 

例会欠席しました。 

石塚・五木田・松村・武藤 各会員 

孫達に昔の生活についてのお話をするので早

退させていただきます。 皆葉(卓)会員 

ライラ・セミナーにお骨折りありがとうござい

ました。               染谷(昭)会員 

無事菅原道真公千百年大祭が終わりました。 

福田会員 

前回欠席いたし、前プログラム委員長青木正さ

んにご迷惑をかけました。 角田会員 

入金計 ￥１７,０００  累 計 ￥９０４,０００ 
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 


