
例会報告 No.1906 7 月 31 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      ＊前年度 100%出席者表彰 

＊新入会員セレモニー     ＊委員会事業計画発表 

 

 

ビジター紹介  （染谷秀雄委員長） 

大貫 茂徳様（常陽銀行水海道支店長） 

 

諸報告 

・ 親睦委員会 (染谷秀雄委員長) 

 8月 20日(火) 納涼会について 
場  所  東京ディズニー シー 
集合時間  12：30   白井石油本社前 
出発時間 12：45 
懇親会   18：00～  於：ホテルミラコスタ 
締め切り  8月 5日まで  会費 大人 9,800円  子供 5,000円 

 
・ 社会奉仕委員会(斉藤広巳委員長) 
絵画の道オープニングセレモニーに松村幹事と出席してきました。 
水海道ロータリークラブとしてイーゼル 15 ヶ(ロータリーマーク入り)、図書券 15 ヶ (CAP事業) 
 
・ 出席委員会 
前年度 100%出席者の表彰 
表彰者名   青木(清)・青木(正)・秋田・飯塚・小島・北村(仁)・熊谷・五木田・島田・白井・隅屋・鈴木(邦) 

鈴木(豊)・染谷(正)・田中・古谷・松村・皆葉(瑞)・渡辺・鯉沼・北村(陽)・角田 各会員 
 
新入会員紹介 

≪大貫茂徳会員プロフィール≫ 
● 生年月日 昭和 26年 3月 1日 
● 勤務先 常陽銀行水海道支店支店長 
● 家族構成 妻・長女・長男 
● 趣味  書道 
 
 水海道ロータリークラブに入会させていただきましたことを大変うれしく思います。

歴史のあるしかもガバナーを輩出された立派なクラブと聞いております。一生懸

命がんばります。ロータリーの経験としましては 2年弱程日立南RCに在籍しておりましたが、経験は一番
少ないくらいだと思っております。みなさんのご指導を受けながら精一杯がんばるつもりでおります。よろし

くお願いします。 



幹事報告 （松村仁寿幹事） 
8月 14日(水) 水海道ロータリークラブ 定款第 5条第 1節により休会となります。 
週報受理  つくば学園ＲＣ、つくばシティ RC、龍ヶ崎中央 RC 
例会変更通知受理 
 竜ヶ崎 RC  8月 13日(火) 休会 
 牛久 RC  8月 12日(月) 休会 
 江戸崎 RC  8月 15日(木) 休会 
         8月 22日(木) 午前 10時～ 大谷時計台児童館 
 下館 RC 8月 14日(水) 休会 
 石岡 87RC 8月 15日(木) 休会 
 つくば学園 RC  8月 8日(木) 午後 6時 30分～ ランブロワジー・ドゥ・カゲツ 
            8月 15日(木) 休会 
 つくばシティ RC 8月 7日(水) 午後 7時～ ホテルグランド東雲 
            8月 14日(水) 休会 
            8月 21日(水) 午前 9時 30分～ ホテルグランド東雲 
ガバナー事務所 8月 14日(水)から 8月 16日(金)夏季休暇 
 
2004年関西国際大会概要 (CICO委員会より資料提供) 

2004年 5月 23日(日)～26日(水) 4日間 
開会式・本会議・閉会式:大阪ドーム 
大会諸会合:大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル・大阪ドーム 

国際奉仕委員会活動 
 
7月 28日(日) 夏季交換学生 4名オーストラリアに出発 
成田へ見送り。 
帰国は 8月 11日(日)です。 
 
茨城新聞の 7月 28日(日)版に記事掲載されております。 
 

 
会長挨拶  （田中正躬会長） 

 7月 28日には幹事・国際奉仕の関係者たちと、成田から出発した交換学生を見送りに行って参りました。
四人はみな元気で出発していきました。おそらく今頃はホームステイに慣れてきて、楽しんでいるのでは

ないでしょうか。こちらは夏本番で連日の猛暑ですが、向こうは秋から冬への涼しく爽やかな気候と思わ

れます。 
 さて、CICO からの最新の情報によりますと、世界で 2001～02 年度にロータリークラブ会員が 54,939
名増え、前年比 4.6%増の 1,243,431名となったと言う事です。会員の最大の増加はアジア地区内で、バ
ングラディシュ、インド、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ国では、いずれも二桁のパーセンテージ増でし

た。インド内の会員数は約 18%増で 14,209名の増加、新会員数では世界第一位となりました。またアメリ
カでは、8,618名、韓国では 7,398名、フィリピンでは 2,929名等 10カ国で少なくとも 2,000名が増え、



純増 1000 以上となりました。また、ロータリー・ワールドという刊行物によりますと、ロータリー財団がビル・
メリンダ・ゲイツ財団より 2002 年ゲイツ世界保健賞を授与されることになりました。ゲイツ世界保健賞は、
世界の保健への主要な長期にわたる貢献に対し一つの団体に贈られるもので、今年は第 2 回目の受賞
となります。ポリオ撲滅をはじめとする、多くのロータリーの保健活動が認められたもので、100 万ドルの米
貨が授与されました。この様に、会員増強、ポリオ撲滅などで、明るいニュースがありますが、我々が気を

抜いてよい訳ではありません。一層気を引き締めてこれらの問題に当たらなければならないと思います。 
 最近、中国から個人輸入をした痩せ薬による被害が報道されております。この話題の中には、幾つかの

問題が含まれております。先ず薬物の個人輸入ですが、個人で購入した場合は、日本の薬事法の制限

を受けないということです。この様な騒ぎになって初めて成分分析やら輸入制限措置がとられました。また、

漢方薬、サプリメントに対する認識の問題があります。これらの薬には副作用が無く安心して服用出来ると

言う誤った認識があるようです。欧米、特にアメリカでもサプリメントが流行し、最近その有効性、安全性に

ついて学問的な検討が加えられているところです。日本では、漸く１～2 の大学で研究を始めたところで
す。次にその成分ですが、どうも甲状腺ホルモンと食欲抑制剤がはいっているようです。甲状腺ホルモン

は代謝を増進させ、過量になるとバセドウ病になるため、痩せ薬に配合することは禁止されております。今

回最も危険と思われるのは、食欲抑制剤ではないかと思われます。これによって肝機能障害を引き起こし、

一部では死に至ったものではないかと推測されます。いずれにしろ、どんなクスリでも飲み方次第ではドク

にもなると言うことを十分にふまえて、誤った情報、宣伝に乗せられないようにすることが肝要と思います。 
 

本日の卓話 鈴木邦彦会員 

 

国際大会に出席しての卓話でしたが、時間の都合上本日配布されました 

ロータリーの友 8 月号の 39 ページから 43 ページに掲載されております。ご

覧ください。 

 

 

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 ２名 

出席率 ７５．９２％ 

 

ニコニコボックス  （鯉沼和義委員） 

おかげ様でツウンバへ見送れました。第一報が入

り元気です。皆様ありがとうございます。  
五木田会員 

先週は失礼致しました。今週も WCS 募金御願い
いたします。 大塚会員 
暑い中よろしくお願いします。 島田会員 

早退します。 松崎会員 
お世話になりました。 藤田会員 
例会欠席すみません。 草間会員 
8/3、4、5 インターハイ取手グリーンスポーツ会場
にて空手競技が開催されます。是非見に来て下

さい。教え子男女出場します。   秋田会員 
入金計 ￥1９,０００  累 計 ￥３５０,０００ 

 
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 


