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例会報告 No.1913 9 月 25 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  

     隅屋会員・北村(仁)会員 

 

諸報告 
40周年記念事業実行委員会 (皆葉瑞男総務委員長) 
9月 25日(水)午後 6時より 生涯学習センター2F研修室にて正・副委員長会議を開催します。 
 
社会奉仕委員会 (斎藤広巳委員長) 
「ダメ・ゼッタイ運動」に 45000円募金が集まり、送金いたしました。ありがとうございました。 
8月 31日に絵画の道コンクールの表彰式に出席し、ロータリー賞として 15名のかたに表彰状と 5000円
の図書券を渡しました。 
 
国際奉仕委員会 (五木田利明委員長) 
ツウンバ交換学生が来年１月 12日～25日に来日します。ホストファミリーをOBの家にも打診する予定で
すが、会員の皆様にもお願いしたいと思います。 
ツウンバRCからは 2月 10日に成田の到着する旨のメールが入りました。2月 12日(水)の例会に出席し
ていただく予定です。 
 
新世代奉仕委員会 (染谷正昭委員長) 
ライラ・セミナー実施要項 
日   時  平成 14年 11月 22日(金)～24日(日) 
場   所  水海道「あすなろの里」 
参加資格  地域内ロータリークラブより推薦をうけたロータリアン及び満１６歳以上 30 歳までの男

女で将来社会奉仕の中核的存在となるべき者、また将来その指導を志す者。 
参加人員・費用 ロータリアン 20名、20000円 青少年(男女)80名、15000円 
参加申込 10月 20日までに水海道ロータリークラブライラ実行委員会まで 
 
幹事報告 （松村仁寿幹事） 
週報受理     つくばシティＲＣ 
例会変更通知受理    下館 RC 10月 16日(水)は 10月 14日(月) 帝国劇場 

10月 30日(水)午後 6時 30分から  
会長挨拶  （田中正躬会長） 

 ヨーロッパは、野生ポリオ・ウイルスの伝播が食い止められた世界で 3 番目の世界保健機構

(WHO)地域となりました。ポリオ根絶のためのヨーロッパ地域認定委員会は、6 月 20～21 日デン

マーク・コペンハーゲンにおいて会合を開き、バルセロナでの RI 国際大会の夜にこの決定を公式

に発表しました。ルイス・ビセント・ジアイ 2001～02 年度のロータリー財団管理委員長は「これ

は真に歴史的な達成事項です。」と言っています。ジアイ氏は、新しいキャンペーンの募金委員会

の委員長を務めています。「私は、私たちの世界中のパートナーおよびロータリーの全会員が、こ



の古くから続いている疫病をヨーロッパから取り除くことを援助したことを賞賛したいと思いま

す。」 

 WHO のヨーロッパ地域には、アイスランドからロシアの太平洋沿岸地方まで、51カ国に 8億 7300

万人の人々が含まれています。最後の自然発生症例は、1998 年 11 月にトルコで発生しました。

犠牲者のマリク・ミナスちゃん(2 歳 9 ヶ月)は、ポリオのワクチンを受けたことがありませんで

した。 

1994 年に、最初にポリオを制御下に置いたのは、南北アメリカ諸国でした。2000 年には西太平洋

地域が続き、インド亜大陸及びアフリカの 10 カ国が最後に残ったポリオ・ウイルス発生国です。 

 オレンジやレモン、グレープフルーツといった柑橘類は、抗酸化力が強いビタミン C や、ヘス

ペレティンというフラボノイドに富んでいます。ヘスペレティンにはビタミン C と共に心臓を守

り、癌と戦い、感染を食い止める働きがあります。ハーバード大学の研究班が 8 万 7 千人の看護

人を対象に行った調査により、１日一杯のオレンジ・ジュースを飲めば、脳卒中のリスクを 25％

も下げる効果があることがわかりました。そればかりでなく、すべての柑橘類の実には食道癌や

口腔癌、また胃癌や乳癌を減らす働きがあるといいます。 

 イタリアの研究では、ヘスペレティンには血圧を下げ、善玉コレステロールを増やし、悪玉コ

レステロールを減らす働きもあるといいます。ジュースを作るときに皮を少し加えるといいとい

います。 

 

創立 40 周年記念卓話  

隅屋 祐三会員 

角田プログラム委員長から 40 周年の記念卓話をお願いしたいというこ

とで・・・ロータリーは拒否できないそうです。「いいですよ」と言った

ら帰り際に北村 PG に半分やってもらいますから。まともな話も聞きたい

から・・・。 

そこで一念発起して原稿用紙を出して書き出したんですが、半ページくら

い書いたんですけど、考えてみたらロータリーの哲学のハイレベルの話は

一人くらいしかわからないと思うのでやめました。 

そこで当時の雰囲気を話しますと、37 歳の最年少で入会して 4～5 年間はロータリーとは、昼飯

を食べるところだと。委員会もなく 5、6年は会長・幹事が全部やってました。 

ただ水海道ロータリーで誇れることが 2 つあります。一つは、親子三代のロータリアンというの

が武藤さんなんです。もう一つは、ガバナーを輩出できたことです。 

ガバナーになった北村さんの話をしますと、彼のお父さんがチャーターメンバーで例会に出席し

ていたのが、いつの間にか北村さんが来て代返しているんです。手続要覧

にはどのように書いてあるんでしょう?また昔の大会は受付で出席のメー

キャップをしてきます。その後は・・・・・。 

ロータリーの哲学というのはあるんですが、私の４０年間の哲学で何があ

ったかと言いますと、他業種の人が集まっているということ。同業だけだ

と狭い範囲の考え方になってしまうけれど、他業種だといろいろな考え方

がある。手続要覧を知ることだけがロータリーではない。ということです。 

・・・・・・・・・・・・以下、含蓄に富む話が続く。・・・・・・・・ 



Sow the Seeds of Love 10 月は職業奉仕月間・米山月間 

 

北村 仁会員 

 クラブ 40 周年を迎えるに当たり卓話をせよとのプログラム委員長さん

からのお話がありました。 

さて、何をお話しようかと考えましたが、40 周年の過ぎし日を振り返り

見る時、何となく時を過ごして来た事への後悔のほうが先に立ってしまい

ました。昭和 40 年父と交替という形で入会させていただいたのか記憶に

残る入会式等のことがなかったような気がします。誠になごやなか日々で

あり父親と同年齢の方々と共に食事をし、例会といってもこれといった行事もなく、会話を楽し

んだようなものでありました。 

入会は昭和 40 年 7 月１日須田誠市会長、荒井敏夫幹事が担当され RI 会長は CPH ティーンストラ

という人で、ガバナーは広井継之助という大変人格のある方で近づきにくい存在で公式訪問など

は大変緊張した思い出があります。 

ロータリーの力を知ったのは入会翌年創立 3年目にして、市へ救急車を寄付したことです。37 名

というメンバーでありながら市の要望に応えて実行に移した事は驚きでもあり、感動でもありま

した。以後数年間は財政に苦労したようであります。 

昭和 43年には境ロータリークラブのスポンサークラブとして誕生をお手伝

いし、地域の輪を広げていったものです。 

40 年を経過した今、多くの先輩の皆様に支えられ多くのことを学びました。

これ等のようなことに感謝しロータリアンで良かったと心から思う今日こ

の頃です。当クラブも三代に続くロータリアンが誕生しています。時代も

変わりつつあります。この 40 年を契機として水海道ロータリークラブが地

域になくてはならない存在として発展されることをお祈り致します。 

 

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 ４２名 １２名 ２名 １４名 

出席率 １００ ％ 

 

ニコニコボックス (武藤康之委員長) 

 

SAA から声をかけていただきました。 青木(正)会員 

例会欠席しました。 田上・笠原・増田・武藤 各会員 

早退します。 鈴木(豊)・島田 各会員

 
入金計 ￥１６,０００  累 計 ￥６６４,０００ 

 
 

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 


