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2014～2015年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959年 9 月 15日 

ＲＩ承認 1959年 10月 17日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56巻第 91号 通巻第 2691号 

第 2691回 通常例会 

2015 年（平成 27 年）5 月 26 日 

12:30 点鍾 東金商工会館 4階例会場 

 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 

 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

髙橋邦夫会長 

「手に手つないで」 

小久保良行幹事 

とんかつみつはし 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

諏訪武士ガバナー補佐 

親睦委員会 

管理運営委員会 

髙橋邦夫会長 
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◆会長挨拶 

 

東金 RC 平間 陸生 副会長 

 

こんにちは。高橋会長が学校の所用でお休みの

ため私が代行になります。務まるか不安ですがよろ

しくお願いします。 

個人的なつぶやきと思って聞いていただければ

と思います。 

最近病気とか、政治的にもいろいろな問題があ

ります。ロータリーは「世界のロータリー」ということ

で政治には中立的で、米山奨学金など世界的な

活動を行っています。 

地域の人から見ると、ロータリーはどういうことを

しているのかはっきりお分かりにならない方が多く、

金銭的・時間的に余裕のある人が入っているのか

な？という感じのようです。入ることによって名誉な

ことなのですが、そのあたりは理解されていないよう

でお断りされることが多いです。今後は「世界のロ

ータリー」のほか、地域にも還元して、東金市等で

目立つ活動を行い地域にも奉仕をしていることをア

ピールすることも必要かと思います。 

それから、最近新聞・テレビで取り上げられてい

ますが、大阪都構想で橋下さんが頑張っていまし

たが、1 万票の差で否決されました。これは橋下さ

んが勢いのあるときであれば大多数が賛成であっ

たかと思いますが、最近は陰りがありタイミングが悪

かったのかと思っています。大阪都がいいのか悪

いのか分かりませんが、大阪市は否決。国会では

集団的自衛権、いままでは第球場に守られ紛争地

域に行くことはありませんでしたが、安倍政権のもと

で紛争地域にも行けるようにするとのこと。論議を

呼ぶと思いますが、今まで自衛隊の方が戦争で亡

くなった方はいないのですが、今後見守りが必要

だと思います。 

また、高齢者の問題。私は直接携わっており、自

分も高齢になり気になることです。高齢者の病気、

糖尿病、パーキンソン病、認知症などあります。そ

れはある程度予防ができ、生活習慣病としてとらえ

ることができる。共通していることは「運動」。運動し

ていればある程度病気の予防はできる、と新聞テ

レビで紹介されています。運動のほか、睡眠をよく

とる。私も、1 時間 2 時間するとすぐに目が覚めて、

その後眠れない場合があります。できたら仕事中も

休む、ということも必要なようです。それから栄養で

す。食べ物については注意していくこと。 

運動は、私もほとんど歩いていません。ゆっくりと

30 分くらい歩くとよいといわれています。急いで歩

くとひざを痛めたり筋肉を痛めたりします。ゆっくりと

楽しみながら歩くことが、病気を防ぐ意味でよいよう

です。テレビで、身体の中の糖分を吸収するのは

インシュリンだけでなく筋肉を動かすことによって出

る物質があるそうです。そういったわけで運動した

いと思っています。 

認知症についてですが、同じように生活習慣病

と認識され世界的に研究されています。研究が進

んで認知症が解消されることを思っております。 

国の高齢者・障害者制度ですが、今現在、要介

護と要支援と二種類に分かれ、今年の 4 月から要

支援を介護保険から外して市町村の一般会計で

やっていこうという方針が打ち出されました。それは

町のボランティア、一般企業の協力を得てお金を

使わないでやっていこうというものです。将来的に

は、今現在の介護２まで引き上げていこうというもの

第２６９０回 例会の記録 ＜５月１９日＞  
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だそうです。最近の高齢者の状況は以上のように

なっています。 

 

◆幹事報告 

 

小久保 良行 幹事 

 

 先週の理事会でネパール大震災について

支援決定し、先週から義捐金箱を回してい

ます。地区事務所より連絡があり、6 月中旬

に取りまとめ、東金RCからの義捐金は地区

事務所へ送金します。 

 茂原中央 RC より 2015-16 年度例会場移動

の連絡がありました。ＬａＣＬＡＳ （らくらす） 

点鐘 12：30 です。 

 「ハイライトよねやま」という米山奨学金の広

報が届きましたのでコピーしてご案内しまし

た。この中でもネパール大震災、学生支援

クラブの情報等あります。ご確認ください。 

 欠席の際のご連絡の件につきまして、前回

お話をさせていただきましたが、今回書面

でお願いをさせていただきました。やむを

得ない理由でお休みをされる場合、前の週

金曜日までにご連絡をください。 

 6 月 10 日（水）家族会・移動例会があります。

「リトル・マーメイド」の鑑賞と割烹旅館玉川

での懇親会があります。1 名の予約受付が

できますので参加ご希望の方がいらっしゃ

いましたら是非事務局もしくは幹事までご

連絡ください。次回例会理事会、6 月第 1

週例会の時まで受付します。 

 ネパール義捐金：37,000円（2015年 5月 19

日現在 累計） 

 

◆委員会報告 

 

鈴木 康道 会長エレクト 

 

次年度 7 月からの委員会構成についてお手元

に届いております。快く小林会長エレクトが決まりス

タートする予定です。高橋会長からの方向転換は

なく、この方向で行こうという東金 RC の流れをくん

で、それに近い状態で行く予定です。無理強いし

て申し訳ございませんがご協力のほどよろしくお願

いいたします。 

16 日名ピアニスト深澤亮子さんの東金文化会館

で行われました。昨今クラシックが低迷しておりま

すが、このコンサートは大成功に終わりました。ご

協力ありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ご奉仕         菅原 實 会員 

●第六分区親睦ゴルフ大会にて、33位の 

飛賞をいただきました。 

小久保 良行 会員 
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◆卓話 

 

高山 友二 会員 

 

5 月 12 日米軍にアッツ島が玉砕した日だよな、

時あたかも国会で自衛隊が外国へ出ていく時代が

来るのかと思いながら、アッツ島の話をしようと思い

ました。5 月 12 日は昭和 17 年であったかと思いま

すが、米軍がアッツ島に上陸をした。朝、霧の深い

ときに米軍約 2万が上陸し、こちらは山崎大佐が司

令官で日本軍は約 2 千人くらいであったかと思い

ます。援軍は無しで、玉砕しました。「アッツ島」を

描いた絵が藤田嗣治画伯です。この方が書いたア

ッツ島の様子をご覧になった方も多くいらっしゃると

思います。藤田嗣治画伯はその絵を描いたため

「戦争協力者」とみられました。藤田嗣治画伯は

「日本人はどんな気持ちで書いたか理解できない

のだ」と日本を離れ、フランスで帰化しました。最近

は見直され、アメリカにあった藤田嗣治画伯の絵が

返還され、展覧に供されているようです。 

戦後 70 周年で今上陛下もパラオ諸島の訪問、

ペリリュー島も玉砕したということで訪問されました。

ペリリュー等の生存者はほんの一握りしかいないわ

けですが、私はいつか仕事の関係で上谷の方から

「私はペリリュー島にいたことがある」という話を聞き

ました。 

だんだん物騒な世の中になってきて、今上天皇

は「戦なき世を歩みきて思ひ出ず かの難き日を生

きし人々」と、歌会始で賜りました。戦後 70 年、日

本は平和で、世界に誇るものです。しかし片方で

は何となく戦争というか、国外への出兵が感じられ

る。 

先ほど大阪都の話が出ましたが、あの橋下さん

もテレビで叫んでいました。「今必要なものは何

だ！独裁だ！」と言っていました。いずれにしても

慎重審議をして平和な日本を維持してほしいと思

います。私は先の大戦に参加をした一人ですが、

だんだん減ってきていわゆる「戦争経験者」として

の語り部が少なくなってしまった。沖縄でも「ひめゆ

り学徒隊」の語り部が終わりました。戦争がどんどん

忘れられて行ってしまう状況ではないかと、私も語

り部的なところをお話し、その責任を果たしたいと

思っています。 

 

私は古い日記帳やノートを見てみました。ここに

一つ、私の日記から拾い出したコピーを読み上げ

ます。これは昭和 43 年 5 月 3 日の日記です。今か

ら 47 年前になります。 

 

昨日の夕刊を見て私は非常に感激し

た。昭和 17年 5月 31日。特殊潜航艇に

よって、シドニー湾を攻撃・玉砕した松

尾敬宇海軍中佐に関する記事についてで

ある。この特殊潜航艇と血染めの千人針

が同国国立戦争記念館に保存されてお

り、門外不出であるため松尾中佐の母、

まつ枝さん（83歳）がはるばるオースト

ラリアを訪ね、26年ぶりにこれを手にし

たというのである。 

オーストラリアの新聞はまつ枝さんの

到着を日本の英雄の母として一面に大き

く報じ、空港には正装の軍人が敬意を込

めた挙手の礼で出迎えたという。さらに

海軍大臣・総理大臣も面会し、歓迎と慰

めの言葉をぶっている。まつ枝さんは潜

航艇に故郷熊本県菊池市の菊池神社の神

酒と菓子を供え、千本針に菊池の神酒と 

「みんなみの勇士の礼に捧げむと 

心をこめし故郷の花 
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花を追ふしきし波まに見えかくれ 

いつかは六つの霊にとどかむ 

荒海の底をくぐりし勇士らを 

今ぞたたへめ心ゆくまで 」 

と歌を捧げ、合掌したまましばらく立ち

上がれなかったという。 

この母親の気持ちに感動したのであろ

う、この門外不出の千人針は、母の手に

返還された。わが子の血のにじんだ千人

針を手にしたまつ枝さんは、ひとしきり

ハンカチで目を抑えたという。 

83歳の老齢を顧みず、遠くオーストラ

リアに息子の面影を求めていった母の心

を察する時、誰か涙を禁じ得ないであろ

う。心の張りつめている異国の地でなか

ったならば、あるいは自分一人だけにあ

ったならば、大声をあげて泣くことも出

来たであろう。切ない悲しみが痛々しく

感じられる。 

昭和元禄といわれる今の日本では、先

の大戦に殉じた人々のことはともすれば

忘れられようとしている。慨嘆に絶えな

い。 

まつ枝さんも異国の地において、わが

子の霊とその行為が手厚く取り扱われ、

日本の英雄として敬慕されている事実に

安らぎと慰めを持たれたことであろう。 

今次大戦に生きながらえた我々は、英

霊とその遺族に深い敬意と同情を心から

捧げることを忘れてはならない。日本民

族の弥栄のために。国家隆昌のために。

そして、人の道を守るために。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席率  ５月 19日 
会員数 出席率 コイン BOX 

23名 100.0％ 2,400円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊

急の場合は当日 10 時までに）事務局宛

に，電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いしま

す。メーキャップ先への事前連絡もお忘れ

なく。 
電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 

  

2015年 5月 14日 
国際ロータリー第 2790地区 
ロータリークラブ会長・幹事各位 

             ガバナー 宇佐見 透 
 

ネパール大震災支援義捐金のお願い 
去る 4月 25日、ネパール国においてマグニチュード７．

８の大地震が発生し、800 万人もの人々が壊滅的大被害に
見舞われました。被災されました皆様には心よりお見舞い
申し上げます。報道によれば、世界各国からいち早く救援隊
が派遣され、救助活動にあたられておられますが、亡くなら
れた方は既に 4000 人を越え更に多くの負傷者も出ており
ます。 
過去 80年で最悪となった今回の震災は、同国 39地域に

甚大な被害を与え現在 140万人が深刻な食糧難に直面して
います。この事態を受け、ゲイリーC.K.ホァン会長とラビ
ン ドラン会長エレクトは「ネパールにおける今回の凄まじ
い地震被害に、世界中のロータリアンとともに深く哀悼の
意を表明します。ロータリーは他の国際機関と協力して緊
急支援を提供し、会員の人知を尽くしてネパール全土にお
ける長期復興と再建を支援します。」と声明を出されまし
た。地元 3292地区 Rabindra Kmar Piyaガバナーは災害
支援基金を設立し、またロータリー米山記念奨学会も義捐
金の受付を開始しました。そこで当地区も一日も早い復旧
などの手助けとなるよう早急の支援を行うべく皆様に義捐
金をお願いすることに致しました。私達が 3 年前の東北大
震災で戴いたロータリーの絆を確認し、被災地域の皆様へ
の一助となる活動にご理解下さいます様重ねてお願い申し
上げます。地区として支援金が確実に且つ有効に使用され
るべく情報を収集しております。 
 義捐金は、会員各位お一人 1,000 円 を目安として各ク
ラブにて、お取り纏めいただき 6月 19日（金）までにガバ
ナー事務所宛へご送金ください。 
ガバナー事務所にて集計し、最も適切且つ確実な方法で、

被災地である国際ロータリー第 3292 地区へ急ぎ送金致し
ます。 
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ポリオワクチン開発から 60周年 
 

4月 12日は、ジョナス・ソーク博士が 1955年にポリオワクチンを開発してから 60周年と

いう記念すべき日でした。安全で効果的であるとして今日に至るまで利用されているこのワク

チンが大きな後押しとなり、この 60年の間に世界におけるポリオ発生数は 99％減少していま

す。現在、常在国は 3カ国（アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタン）を残すのみとな

り、ポリオという恐ろしい病が世界からなくなる日まで、本当に「あと少し」のところまで来

ています。 

ソーク博士による不活化ワクチン（IPV）は、世界的なポリオ撲滅活動の進展に欠かせない

ものですが、このワクチンが広く利用される以前は、米国だけでも年間 35,000人がポリオに

感染していました。ワクチン導入から 2年後の 1957年には発生数が 90％減少、1979年には

米国でのポリオ撲滅が達成されました。 

しかし、世界規模でこのワクチンの効果が表れるまでには時間がかかりました。世界規模で

のポリオ撲滅への取り組みとして、ロータリーが世界保健機関（WHO）、ユニセフ、米国疾病

対策センター（CDC）とともに「世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）」を開始した 1988年、実

に 125カ国でポリオが子どもたちの健康を脅かしていたのです。それから四半世紀を経た現

在、常在国は 3カ国となり、ナイジェリアでは現在、ポリオの無発生が 8カ月継続しており、

アフリカ大陸でのポリオ撲滅が目前に迫っています。 

GPEIでは現在、ポリオ撲滅最終戦略計画が進められており、今年中に 120カ国で不活化ワ

クチンが導入される予定です。この戦略計画は、GPEIだけでなく、Gavi（ワクチンと予防接

種のための世界同盟）と世界最大のポリオワクチン製造元であるサノフィパスツール社が中心

となって実施するものです。 

同社のオリビエ・シャーメイユ CEOは次のように話します。「120カ国以上の国々が不活化

ワクチンを導入することによって、ポリオ撲滅の最終章が始まると言えるでしょう。弊社で

は、経口ポリオワクチン（OPV）から始まったポリオ撲滅活動において、不活化ワクチンが重

要な役割を果たすことを、長年の間認識してきました」 

 

https://www.rotary.org/ja/polio-vaccine-celebrates-60th-anniversary 
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