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国際ロータリー･テーマ

夢をかたちに

今年度会長テーマ

第2042回例会 2008.9.4

(あい)に感謝 そして 実践しよう
　　　　　　　　　ロータリーの志魂(こころ)

■会長報告 町田会長

■点鐘：町田会長

■司会：
　細渕例会運営委員

■国歌：｢君が代｣
　合唱：ロータリーソング｢奉仕の理想｣

◆ソングリーダー：
　村田会員

■お客様紹介：
　細渕例会運営委員

◆ゲスト：福島県白河南パストガバナー補佐
　　　　　福山吉英様

このごろは、あまりいい話を聞くことが殆ど無い
ですね。ガソリンはかなり値上がりして、高止ま
り。食料品などの生活用品も値上げが相次いでい
る中で、唯一値下がりしているのは、株価だけ。
こんな滅入っている気分を変えようと1400円払っ
て120キロの金塊に触ってきた。

9月21日まで上野恩師公園にある国立上野博物館
で開催されている「黄金の国ジパングと黄金郷エ
ル・ドラド展」である。
今年コロンビアと外交関係樹立100周年を記念し
てコロンビアの黄金の文化財約200点も展示され
ている。

会場に入って驚いた。中は本当にきん、キン、金
のキンキラ金である。豊臣秀吉が作らせたという
二坪くらいの黄金の茶室。床から壁、天井、茶釜
にいたる全てが金、金、金で出来ているが、こん
な中でお茶を飲む気には到底なれないと思ったが
貧乏人の僻みかな。

会場には多種多様の金細工。天正長大判、慶長小
判、国内各地で取れた砂金、金鉱石が燦然と輝い
ている。

展示解説によると、日本には北海道から九州まで
多くの金山があり、各地で金を産出してきて、歴
史上の文化財には多くの金が利用されてきて、古
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墳時代の副葬品や仏像、蒔絵、中尊寺金色堂、金
閣寺、安土城などの建築物にも使われています。
特に17世紀、江戸時代初期の日本は、金200トン
を小判に使っていたそうです。当時の世界の金の
生産量は10トン足らずであったそうで、日本は文
字どうり｢黄金の国｣と呼ばれるほどの金の豊富な
国であったそうです。

今は金の産出量は少ないが、日本列島の地質から
考えると、まだ金鉱山が見つかる可能性はあると
いうことです。その云われは、国内の主な河川で
は、砂金がほぼ全て産出すると川の名前と九州か
ら北海道までの川の砂金も展示されてある。

当地の近くでは多摩川があったが、一攫千金を狙
う人は川に関心を持たれたら如何でしょうか？

ただし、川で紙幣を拾ったという話は聞いたが、
川で金がザクザクとは聞いたことが無いですが･･･｡

■幹事報告 相羽幹事

■東村山市教育委員会：
　平成20年度明るい未来のまちづくり、
　中学校職業体験学習の依頼について
　期間：9月(四中)～平成21年3月(七中)
　チラシはメールＢＯＸへ入れます。

■ロータリーの友事務所：
　広報誌｢ＲＯＴＡＲＹ ロータリー 世界と日本｣
　創刊の案内
　1セット(10冊)525円

■対人地雷特別委員会：
　対人地雷の除去に関する特別委員会の案内
　2008年9月25日(木)　14:30～16:30
　於　ガバナー事務所

■青少年交換委員会：
　第42期派遣学生(2007年夏派遣)の帰国報告会
　及び来日学生との合同歓迎会の案内について
　9月20日(土)　14:30～　　　 登録
　　　　　　　 15:00～17:00　帰国報告会
　　　　　　　 17:30～19:30　歓迎会
　於　国立オリンピック記念青少年総合センター
　(当クラブ該当者なし))

■ガバナー事務所：
　(2008～2009年度)地区補助金の申請について
　〆切　2008年10月31日(金)

■バギオ基金：
　第17回定期評議員会の開催について
　2008年9月18日(木)　17:00～会議(懇親会)
　於　弘済会館

■ロータリー情報委員会：
　2008～2009年度(在京)地区ロータリー情報
　委員会開催のお知らせ
　2008年9月25日(木)　15:00～
　於　学士会館

■東京福生中央ＲＣ；
　特別講演会の案内の受理
　2008年10月3日(金)　17:00～20:00
　於　フォレスト･イン昭和館
　講　演　中条高徳様　17:00～19:00
　懇親会　会費3000円　19:00～20:00
　会員登録〆切　9月24日(水)まで

■青少年育成委員会：
　高校生インターンシップ並びに中学生職場体験
　受け入れ側企業リストの作成について
　回答済み

■ガバナー事務所：
・2008～09年度地区補正予算案の受理

・9月のロータリーレート　1ドル＝108円

・｢ＲＩ長期計画と地区やクラブの取り組み｣
　アンケート協力について
　報告〆切　9月26日(金)

・(9月25日(木))第１回対人地雷の除去に関する
　特別委員会式次第の受理

■東京清瀬ＲＣ：
　ＦＲＣ合同例会案内の受理
　2008年10月15日(水)　17:30～20:45
　於　清瀬市生涯学習センター7F
　　　アミューホール
　講師　ペーパークラフト王　太田隆司先生
　｢紙がおどり、紙がうたう
　 ～紙が織りなす優しい情景～｣

■回覧：
　｢友｣インターネット速報 No.349
　バギオだより
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◆福 山 様：つたないスピーチをさせていただき
　　　　　　ます。

◆溝井会員：過日は私のつたない話を聞いていた
　　　　　　だき誠に有難うございました。
　　　　　　また、本日の卓話、パストガバナー
　　　　　　補佐が私と同県人ということでどう
　　　　　　ぞよろしくお願い致します。

◆當麻会員：福山様、本日はよろしくおねがいい
　　　　　　たします。

◆野澤会員：地区青少年交換では今年度10名の留
　　　　　　学生を預かり、8月11日から26日ま
　　　　　　で日本語研修とサマーキャンプを無
　　　　　　事終了しました。ホストファミリー
　　　　　　のもと、学校へ通うことになります｡
　　　　　　ご支援有難うございました。

◆中丸会員：福山様本日は急な卓話をお願いし、
　　　　　　こころよく引き受けてくださり、あ
　　　　　　りがとうございます。宜しくお願い
　　　　　　致します。

◆野村会員：福山様、突然の卓話を引き受けて頂
　　　　　　き誠にありがとうございます。感謝
　　　　　　申しあげます。

◆杦山会員：福山様、遠路お越しくださいまして
　　　　　　ありがとうございます。

◆樺澤会員：福山様、今日はわざわざありがとう
　　　　　　ございました。
　　　　　　卓話楽しみにしております。

◆高橋(眞)会員：
　　　　　　読売新聞多摩版に東村山青年会議所
　　　　　　シニアクラブの宮城岩手内陸地震義
　　　　　　援金寄付の記事ありがとうございま
　　　　　　す。漆原さんに大きな力をいただき
　　　　　　ました。ありがとうございます。

◆嶋田会員：写真ありがとうございます。

◆福 山 様：お車代はニコニコＢＯＸへ。
　　　　　　クラブの活動にお役立てください。

本日のニコニコ合計：　 39,000円
　　累　　　計　　：  459,614円

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：4名

■前々回出席率メークアップ修正後：89.74％

■前々会メークアップ者：
　恵面会員：清瀬ＲＣ
　土方会員：東大和ＲＣ
　飯田会員：地区委員会
　北久保会員：所沢中央ＲＣ
　熊木会員：所沢中央ＲＣ
　河野会員：東大和ＲＣ
　町田会長：東大和ＲＣ
　野崎(征)会員：東大和ＲＣ
　野澤会員：地区委員会
　杦山会員：狭山ＲＣ
　高橋(徹)会員：立川ＲＣ
　當間会員：東大和ＲＣ
　戸澤会員：地区委員会

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

42 36 0 6 85.00

■出席報告 吉川例会運営委員

■ニコニコＢＯＸ 野村クラブ管理委員

■結婚お祝月：
　野崎(一)会員

■令夫人誕生月：
　漆原会員、細渕会員
　高橋(徹)会員

■会員誕生月：
　中丸会員
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■点鐘：町田会長

ガバナーの公式訪問の際には目時がバナー補佐、
樺澤直前会長のご好意で公式訪問にメーキャップ
させていただき、又、懇親会にまで出席させてい
ただき、櫻井ガバナーに接する事が出来、心豊か
に過ごさせていただきました。
このようにロータリーには感動があります。江戸
時代の学者、佐藤一斉は次のように言っておりま
す。

若くして学べば、壮にしてなす
壮にして学べば、老いて衰えず
老にして学べば死して朽ちず

例会の一時間は神の一時間と言った先輩もいまし
た。

■ロータリーの国際大会の魅力について

ロータリーの国際大会は1910年シカゴ大会以来続
いております。
私は1989年の韓国のソウル大会以来、今年のロサ
ンゼルス大会で19回出席しました。
ＲＩの国際大会の魅力は何でしょうか？

・ＲＩ会長の肉声が聞けること
　時によって開催地の大統領、州知事、市長の話
　も聞けます。
・多くのロータリアンとの出会いがあります。
　(友愛の広場、ホテル、観光地で)
・この時期に多くの異文化に接することができま
　す。
・女房同伴であれば女房孝行もできます。
・ロータリー活動への意識の向上時間の許す範囲
で私の出席した国際大会の印象をお話したいと思
います。

■1989年ソウル大会

町で出会ったＲＩ理事たちのにこやかな顔が印象
的でありました。
当時円とウォンの交換レートは1：6ぐらいで、物
価が日本に比べ大変安かったように思いました。
空港での入国手続きではＬとＲの違いを質問され
ました。

■1991年メキシコ大会

サンフランシスコ経由でメキシコシティに飛びま
した。この時は予定の便が飛ばず、サンフランシ
スコからメキシコシティへはアラスカ航空のチャ
ーター便でありました。

ロータリー歴

1972年　白河ＲＣ入会
1976年　同クラブ幹事
1985年　同クラブ会長
1998年　白河南ＲＣ創立、同クラブ幹事
1999年　同クラブ会長
2006年　福島県南区ガバナー補佐
2007年　マルチプルポールはリスフェロー(15回)
　　　　財団ベネアクター(3回)
　　　　米山マルチプル功労賞(15回)

■卓話

■卓話者紹介：
　中丸プログラム
　委員長

■卓話者：
　白河南ＲＣ
　パストガバナー補佐
　福山吉英様

■委員長報告

ＩＭ実行委員会委員長会議のお知らせ
各担当委員長
　日時：9月9日(火)　18:30～
　会場：｢いちまつ｣会議室

ロータリーの根幹にかかわる事ですので、全会員
の皆様、｢ロータリーの友｣決議23-24の杞憂につ
いての記事をお読みください。

■野澤ＩＭ実行委員長

■當麻地区ロータリー情報委員長


