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VOL. ４５  No.１５ （通算Ｎｏ．2137） 

                         

2007 年 10 月 31 日（水）例会プログラム 

点鐘                            ロータリーは分かちあいの心 
ロータリーソング              2007－08年度 国際ロータリー会長 
ビジター紹介                     ウィルフリッド J. ウィルキンソン 
出席報告                      
ＳＡＡ報告                         
諸報告                      2007―2008年度 会長テーマ 
幹事報告                      奉仕に熱意 
ボーイスカウト・ガールスカウト活動報告            思いやりの心で 
 水海道・谷和原 各団委員長 

 

  例会報告  Vol.45 No.１４(No.2136） １０月２４日（水）晴れ (司会北村陽太郎委員長) 

 

本例会での主な事項 

◇会長挨拶 大串 卓会長   ◇外部卓話  地区職業奉仕委員長 作山吉永様 

◇入会式 

 

ビ ジ タ ー 

２８２０地区職業奉仕委員長 作山吉永様 （高萩ＲＣ） 

入 会 式 藤咲正至会員   ロータリー財団マルチプル表彰 秋田政夫会員 

      

あ い さ つ 

  

荒木茂起会員 

皆様、こんにちは。１０月１日付けで学園都市ブロック長の辞令を受

けました。８月に入会してこれから皆様と一緒に活動しようという矢先

でしたので、非常に残念に思っております。短い間でしたが皆様より

受けたご親切には感謝しております。近いところへの転勤でこれか

らも会う機会は数多くあろうかとは思いますので、今後とも宜しくお願

い致します。また後任の藤咲支店長を宜しくお願い致します。 
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藤咲正至会員 

只今ご紹介頂きました、関東つくば銀行水海道支店長の藤咲で

す。今回はこの伝統ある水海道クラブに入会させていただきまし

て、本当にありがとうございます。前任の荒木同様一生懸命頑張

ってまいりますので、ご指導ご鞭撻宜しくお願い致します。 

 

 

 

諸 報 告 

４５周年実行委員会 （島田 勝実行委員長） 

皆様のボックスの中に職務分掌と予算書（別紙）を入れさせていただきました。 

 

ロータリー財団委員会 （瀬戸隆海委員長） 

来月はロータリー財団月間となります。応分の御協力お願いします。 

 

社会奉仕委員会 (山野井周一委員長) 

赤い羽根募金有難う御座います。 

１１月１６日（金）に筑波みらい市グランドゴルフ大会が開催されます。御協力宜しくお願いします。 

また、バザー用品のご提供宜しくお願いします。 

 

幹 事 報 告 （染谷正美副幹事） 

週報受理クラブ 竜ヶ崎ＲＣ 

例会変更クラブ 竜ヶ崎ＲＣ １０月３０日（火）休会、１１月２７日（火）午後６時３０分より 松泉閣  

 

会 長 挨 拶 （大串 卓会長） 

皆さん、こんにちは。 

本日卓話を頂きます作山委員長、ようこそいらっしゃいました。会員

一同心より歓迎申し上げます。 

先日のグランドゴルフ大会では社会奉仕委員会、職場訪問での職

業奉仕委員会、親睦委員会の皆様、そして参加をしていただきまし

た会員の皆様、大変お疲れ様でした。 

指名委員会、委員の変更があります。田中会員が病気のため出席

できませんので、小島会員に変更となります。宜しくお願いします。 

 

現代日本人の咀嚼回数は、戦前に比べると、約6割も減っています。 

1回の食事の咀嚼回数は、弥生時代 ： ３９９０回、鎌倉時代 ： ２６５４回、江戸時代 ： １４６５回  

戦前 ： １４２０回、現代 ： 620回 です。 

 噛む回数が少なく柔らかい、ファーストフードやジャンクフードばかり食べていますと咀嚼筋とそれらが関

連する顔や顎の骨の成長発達が遅れ、頭、顔、顎、口、さらに唾液を分泌する唾液腺、特に耳下腺の発

育が押さえられ、顎が小さくなります。それに伴って、歯や舌の位置が不正となり、虚弱体質を作ることと

なり、額関節症やいろいろな耳鼻咽頭科疾患、姿勢障害、睡眠障害などを発病させやすくなります。 
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外 部 卓 話 ２８２０地区職業奉仕委員長 作山吉永様 

 少林寺拳法茨城高萩道院・道院長 少林寺拳法准範士６

段 

 英語塾『英語道場』主宰 

経歴 

1949 年 高萩市に生まれる 

県立日立一高から法政大学経済学部に進学 

大学入学と同時に少林寺拳法部入部、四年生時主将 

卒業後、香川県の総本山少林寺に修行僧として入山、開祖

宗道臣師に師事 

４年間の修行の後、１年間のアメリカ放浪の旅 

1977 年 青少年育成を生涯の仕事にすることを決意し、郷里高萩に戻り少林寺茨城高萩道院を設立 

1990 年より毎年１回、継続してアメリカ、カリフォルニア州のエサレン研究所（深層意識研究所）で「身

体の動きと意識」についての集中講義を行っている 

2004 年 単行本『可能性の種子たち・魂魄（こころ）を育てる』を出版 〈（財）日本武道館発行〉 

ロータリー歴 

  1990. 7 月 高萩ロータリークラブ入会（職業分類：少林寺拳法道場） 

  1999-00-01-02 地区国際奉仕青少年交換委員長 

  2003-04 高萩ロータリークラブ会長 

  2004-05 地区新世代奉仕ライラ副委員長 

  2005. 5-6 月 ＧＳＥチームリーダーとして南イタリア 2120 地区訪問 

  2005-06-07 地区職業奉仕総括委員長 地区新世代奉仕青少年育成副委員長 

  2007-08 地区職業奉仕委員長 

 

奉仕の心は循環する   
 『最もよく奉仕する者、最も多く報いられる (He profits most who serves best)』  

アーサー・シェルドン 

ロータリーの基本精神が「奉仕」にあることは言うまでもないでしょう。 

しかし、ロータリーの言う奉仕とはどういうことでしょうか。 

一般的に奉仕とは、「他人のため、あるいは社会のために役立つことをすること」と考えることができます。

その幅は広く、市民の清掃奉仕から自分を犠牲にしてでも他に尽くす人生に至るまで、形は様々です。

つまり、奉仕とは自分から他者に向けられた『善意の実践』と言うことができるでしょう。 

しかし、ロータリーが考える奉仕とは、それだけではないのです。 

冒頭に掲げたアーサー・シェルドンのことばに拠れば、「奉仕する者は報われる」。つまり、他者に向かっ

た善意は自分に還ってくるのです。 

奉仕、すなわち善意の実践は、波紋のように社会に広がって世を潤し、それが信頼を生んで、やがて有

形無形に自分の利益となって還って来ます。 

社会的な奉仕を行えば、精神的な喜びや満足などの無形の利益となって還ってきます。 職業上の奉仕

を行えば、やがて信用を生み、顧客や注文の増加などの実質的利益となって還って来ます。ロータリアン

は、それに励まされ元気を得て、再び奉仕を行います。 

こうして「奉仕の心は循環する」のです。 

そしていずれの場合にせよ、奉仕を先にするのです。「奉仕の心」が循環するのですから。 

ロータリーの先達は、この実践原理を『奉仕の理想』と呼び、ロータリー運動の基本理念としたのです。 

ロータリー独特の概念である『職業奉仕』とは、世を益する理念であるとともに「職業成功の実践原理」で
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もあるのです。この「自他共存の思想」こそ、私たちロータリアンの誇りとするロータリー哲学なのです。 

職業上の奉仕とは、煎じ詰めると以下の二項となるでしょう。 

第一に、職業とは社会に奉仕する機会であると捉え、顧客、取引相手、従業員などの利益を考えて職業

活動を行うこと。（ロータリアンとしての信念の確立） 

第二に、職業倫理を高めること。（四つのテスト、職業宣言の実践） 

 

出 席 報 告 （大塚令昌委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

５０名 ３８名 １２名 ０名 ３２名 １００．００％ 

 
ニコニコボックス（海老原良夫ＳＡＡ）               入金計 ￥51,000  累計￥861,000 
卓話にお招きいただきましてありがとうございます。 作山様（高萩ＲＣ） 

皆様、宜しくお願い致します。  藤咲会員 

作山委員長、ようこそお越しくださいました。また職業奉仕委員会、職場訪問ご苦労様でした。大串会員 

作山職業奉仕委員長、ようこそお越しくださいました。卓話宜しくお願いします。 鈴木（豊）会員 

作山委員長、遠路お越し頂き有難う御座います。  秋田会員 

作山委員長卓話宜しくお願いします。１８日の職場見学会多数の参加有難う御座いました。親睦委員会

の皆様にお世話になりおいしい料理をいただきました。  青木（正）会員 

作山様、卓話宜しくお願いします。  染谷（秀）会員 

職業奉仕、お世話様。  染谷（正）会員 

職業奉仕委員会の皆様、楽しい一日を有難う御座いました。  松村会員 

先日の職場訪問、皆様お疲れ様でした。また青木委員長有難う御座いました！ 穂戸田会員 

先日の職場見学お世話になりました。大変楽しかったです。  島田会員 

職場見学、親睦会、各委員会の皆様ご苦労様でした。  山崎会員 

グランドゴルフ、職業奉仕視察、参加させて頂きました。お疲れ様でした。  北村（英）会員 

職場訪問とても楽しかったです。青木（正）委員長始め委員会の皆様、そして親睦委員会の皆様有難う

御座いました。筑波山の山頂より。  石塚（克）会員 

グランドゴルフ大会、ご苦労様でした。１７０名位の参加で盛況でした。警視庁探索ご苦労様でした。案内

係お嬢さんが最後まで手を振っていただきました。築地のお酒も美味しかったです。  熊谷会員 

短い間でしたが、皆様には大変お世話になりました。皆様の益々のご活躍をお祈り致します。後任の藤

咲支店長を宜しくお願い致します。   荒木会員 

穂戸田様、築地の千秋さんおいしかったです。また紹介してください。  青木（清）会員 

やっと新聞にツウンバの記事が載りました。  五木田会員 

五木田国際奉仕委員長と事務局の和久さんのご協力で１０月１７日付けの茨城新聞ロータリー情報館に

当クラブの記事と写真が掲載されました。  飯塚会員 

朝晩寒くなってきましたので、健康に気をつけてください。  二本松会員 

赤い羽根有難う御座います。そしてバザー用品提供お願い致します。   山野井会員 

来月は財団月間です。応分の御協力お願いします。  瀬戸会員 

職場訪問欠席しました。  大塚会員 

例会欠席しました。   染谷（昭）・登坂  各会員 

早退します。   白井会員 

 

 会報委員会  委員長 松坂興一  副委員長  登坂 寛   委員  石塚利明  
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それでも経口ポリオワクチンは、ポリオ撲滅への手段 

 世界保健機関（ＷＨＯ）の専門家によると、北ナイジェリアでのワクチンによるポリオが発症したのは、経

口ワクチンに使われる毒性を弱めたウイルスが突然変異により子どもたちに感染し、まひを起こさせるとい

う極めてごくまれなケースです。今回のような発症は、免疫をもつ子どもたちの割合が低く、衛生的でない

地域で起こりやすいといわれています。 

 「このまん延は、ナイジェリアのこの地域でのワクチン投与の低さを表しています」と話すのは、WHO 感

染症局長のデビッド・ヘイマン博士です。彼は、感染した子どものうち、60 人は免疫がまるでなかったか、

きちんとワクチンが作用していなかったと指摘しています。また、ロータリー財団管理委員長であり、国際

ポリオ・プラス委員長であるロバートＳ.スコット氏は、このように話しています。「唯一の解決策は、ナイジェ

リアのすべての子どもたちに免疫をもたせるよう活動を広めていくことです。 

ワクチンの安全性に疑問を感じ、子どもをワクチンを投与する場所へ連れて行かない親がいたら残念なこ

とです。経口ワクチンは、野生ポリオウイルスという私たちにとって本当の敵に対する最も効果的な武器な

のです」 

 ＷＨＯによると、腸の中で高い免疫力をすばやくもたらし、熱帯地方の途上国でのポリオの感染に歯止

めをきかせるのは、経口ワクチンだけです。ナイジェリアは、野生ポリオウイルスが残る 4 か国のうちの 1 つ

です。 

2006 年 8 月に発症が確認されてから、4 回の大規模な免疫キャンペーンが行われましたが、今後も実施

される予定です。 


