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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2060回例会 2009.1.22

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

■司会：
　石山例会運営委員

　一月はロータリー理解月間です。ロータリーの
友1月号の横書きの11ページに｢ご存知ですか?正
しいロータリー用語を｣で間違いやすい言葉で日
ごろ使用していませんかと載っています。皆さん
確認してはいかがですか？
　第二次大戦中、戦乱の地リトアニアで国家や政
府の枠をこえて、自分の立場や危険をかえりみず
約50日間にわたりユダヤ難民の命を救う道を選ん
だ一人の外交官、杉原千畝の事は、テレビ、映画
等で6000人の命のビザとして一般的に知られてい
ますが、イスラエル建国にあたり、国家建設と民
族の幸福に力をかしてくれた人々を功労者として
永遠に讃えるために建立された、黄金の碑に上か
ら4番目に偉大なる人道主義者、ゼネラル･ヒグチ
と刻印され、其の名はイスラエル建国の功労者と
して永遠に顕彰されている人物がいたことを最近
知りました。

■会長報告 町田会長

■お客様紹介：
　木下パスト会長

◆ゲスト：津久井ＲＣ
　　　　　山本芳昭様

◆ゲスト：
東村山市教育委員会社会教育課長　神山正樹様
東村山市青少年対策連絡協議会理事長　野口晴江様

◆ゲスト：東京秋川ＲＣ
　　　　　山田宗孝様
　　　　　松田行央様

■点鐘：町田会長

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢日も風も星も｣

◆ソングリーダー：
　村田会員
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■幹事報告 相羽幹事

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：1名

■前々回出席率メークアップ修正後：97.30％

■前々会メークアップ者：
　赤木会員：理事会
　北久保会員：所沢ＲＣ
　熊木会員：所沢ＲＣ
　漆原会員：東大和ＲＣ

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

41 34 2 5 86.49

■出席報告 吉川例会運営委員

■ガバナー事務所：

・ロータリー囲碁同好会
　｢神戸国際囲碁大会｣
　開催について
　平成21年3月7日(土)
　　　　～3月8日(日)
　於　神戸ポートピアホテル　14:30～

・クラブ会長エレクト研修セミナー｢ＰＥＴＳ｣
　開催の案内の受理
　2009年3月12日(木)　9:30～
　於　九段下ホテルグランドパレス

■青少年交換委員会：
　地区青少年交換委員会(沖縄委員会)
　費用一部負担のお願いについて
　2009年2月20日(日)　16:00～18:00
　於　ザ・ブセナテラス
　クラブ負担費用：4万円

■国際ロータリー日本事務局：
　2月のロータリーレート　1ドル＝88円

■回覧：ハイライトよねやま
　　　　｢友｣インターネット速報 No.365

■ニコニコＢＯＸ 野村クラブ管理委員

◆東京秋川ＲＣ
　山田様、松田様：
　　　　　　お世話にな
　　　　　　ります。
◆目時会員：山田さん、
　　　　　　松田さんよ
　　　　　　うこそいら
　　　　　　っしゃいました。バーミンガムが楽
　　　　　　しみです。
◆土田会員：神山さんいつもお世話になっています｡
◆當麻会員：地区委員会のため早退します。
◆高橋(眞)会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。
◆當麻会員：山田様、松田様ようこそおいで下さ
　　　　　　いました。

◆東村山ＲＣより寄贈し
　た横断幕と賛助協力の
　お礼の挨拶：
　神山社会教育課長
　野口青少対理事長

◆東京秋川ＲＣ：
　山田宗孝様
　松田行央様

◆令夫人誕生祝月：
　土方会員

◆米山功労者：
　目時会員

　その人の名前は淡路島生まれで満州国、ハルピ
ンの特務機関長という重要なポストにいた陸軍少
将、樋口季一郎でヒトラーのユダヤ人狩りが猛威
をふるっていた頃、ドイツ一辺倒に傾きつつある
中で自分の首をかけて難民としてソ連領のオトポ
ールで、吹雪の中で行き先を閉ざされていた約
20,000人のユダヤ難民を満州鉄道の松岡総裁の助
けをかりて入国拒否をされていた満州国のハルピ
ン駅まで搬送して救済した。後に樋口は、私は人
間として当然やらなければならないことをやった
だけである。と、呟いたという。日本人のカガミ
を私はまた見つけた。

例会中に自分のクラブ名を3回以上言っていること
元気で｢ハイ｣の返事をすること
クラブの迎える心が温かく嬉しかったこと
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■クラブ協議会

司会：相羽幹事

■委員長報告

■高橋(眞)クラブ管理委員長

　時下益々ご清祥の事と
お慶び申し上げます。
　先日の例会でお知らせ
いたしました｢職場見学
会及び親睦旅行｣につい
て、本日配布しておりま
す資料にもございますが、
職場見学会については東京電力様のご協力を頂い
ており30名様以上の参加者を予定しております。
　また親睦旅行の宿泊予定宿は｢日本の宿百選｣に
も選ばれている大変素晴らしいお宿です。みなさ
ま是非ともご参加いただき、より一層親睦を深め
て頂きたいと思います。
　例会で出欠席表を回覧しますので、○がたくさ
ん付きます様に皆様のご参加をお待ちしております｡

■當麻職業奉仕委員長

職業奉仕委員会の下期に
ついて

1.研修委員会と提携して
　特別例会を開催したい。
　(卓話の時間を1時間とする)
　地区職業奉仕委員会で開催された2680地区PDG
　の田中毅さんの講演資料を利用した研修会を行
　いたい。

2.東村山クラブの現状について語ろう
　先日、クラブ管理の打ち合わせに於いて五十嵐
　先輩のご示唆に一理事者として反省しましたので､
　基本の徹底、例会式次第の徹底、理事会の在り
　方等について話し合いの場を持ちたいと思います｡

■杦山クラブ奉仕委員長

　皆様こんにちは。新年
の松飾も取れまして商人
の神様でもあります恵比
寿大黒様のお祝い20日で
した。父に枡の中にお金
を入れますと倍になるとよく言われお金を入れた
記憶もございます。これからの後半の事、ご報告
いたします。
　野崎一重委員長順調な回復でございます。免疫
のこともあり、今流行りのインフルエンザ等には
特に注意が必要のようです。今しばらくの休養で
すが炉辺会合等は行っていきたいと話しておりま
す。
　3月8～9日高橋クラブ管理委員長の下で行われ
ます親睦旅行、東京電力の協力により柏崎刈羽原
子力発電所の見学です。ここで世界の原子力発電
に目を向けますと1972年、アメリカ、スリーマイ
ル島のメルトダウン事故、1986年、ロシアのチェ
ルノブイリ原発事故、二度の巨大事故により開発
にブレーキがかかったようですが、昨今の環境問
題(CO2)や、エネルギー問題等があり原子力発電
が大きく見直されているのが現状のようです。資
源の埋蔵量となりますと石油40年、天然ガス61年、
ウラン72年、石炭227年分と言われています。尚、
ウラン資源は再処理を行わなくても少なくとも
2050年までは増大する全世界の原子力発電の燃料
として十分な量があり、さらに再処理と高速増殖
炉を導入すればウランからの取り出すエネルギー
を60倍に増やすことが出来ることから、ウラン資
源を何千年も保つことが可能になるとしています。
2006年の調べでは、世界の原子力発電所は445基、
3億8704.8万kwから2030年には、約5億kw～5億
7000万kwに増加する見込みでございます。発電量
の多い国はアメリカ103基、フランス59基、日本、
ロシア、ドイツ。尚日本では55基の商業用原子炉
が稼動し発電量の3分の1を供給しており、尚世界
で440基の原子力発電が稼動していて、内約300基
をG8が占めておりG8諸国の国際的な責任は大きい
といえます。
　中でも日本は、技術的にも生産･管理面でも現
在世界のトップレベルにあり、国際社会に大きく
貢献しうる立場にあります。19日の報道によりま
すと、東芝が米電力大手エナジーグループがテキ
サス州に建設する原子力発電2基の受注に成功し、
総額3000億～8000億円に上ります。15年までに世
界全体で39基の受注の獲得を目指したいとの考え
のようです。世界の原子力発電の運命を握ってい
る日本企業が北海道室蘭市にございます。原子炉
容器を生産する日本製鋼所で、日製鋼の室蘭製作
所は、世界随一、原子炉容器の中核部を単一の鋼

◆竹田会員：神山様、野口様ようこそおいで下さ
　　　　　　いました｡ごゆっくりお楽しみ下さい｡
◆當間会員：先日のマラソン大会には多くの会員
　　　　　　さんありがとう。
◆木下会員、樺澤会員：
　　　　　　山田さん、松田さんようこそいらっ
　　　　　　しゃいまいた。バーミンガムではお
　　　　　　世話になります。
◆野村会員：山田様、松田様ようこそ。世界大会
　　　　　　楽しみです。
◆野澤会員：私の尊敬する野口先生ようこそ。

本日のニコニコ合計：　 37,000円
　　累　　　計　　：  994,614円
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■点鐘：町田会長

鉄の塊をくり抜いて、放射能漏れの恐れが少ない
形で製造する特殊な技術を持っている会社です。
地球温暖化防止の機運を背景に、アメリカ、ロシ
ア、中国だけでも30年までに各30基程度の建設が
予定されており、世界のトップメーカーを目指す、
日立、東芝、三菱重工で世界の原発市場の6割を
握っております。安全性が最も問われる原発事業
は、過去の実績が重視され、各陣営ともアメリカ
市場で成功例をつくりロシア、中国、成長著しい
インド等にアピールしたいところでしょう。以上
クラブ奉仕としての発表に替えさせていただきま
す。尚職場見学(神流川発電所、柏崎刈羽原子力
発電所)立ち上げにご協力いただきます當麻委員
長に感謝いたします。

■肥沼社会奉仕委員会代理

　本来であれば漆原委員
長が発表する訳でありま
すが、本日所用のため代
理にて肥沼が下期の運営
について発表させて頂き
ます。地区のテーマでもある、温暖化防止、CO2
削減について勉強し出来ることがあったら実行し
たいと思います。
　昨年11月から12月にかけ戸澤分区幹事にお願い
した新旧冷蔵庫のCO2排出量測定で思わぬ結果が
出てビックリしましたが、20年前の冷蔵庫が今の
冷蔵庫よりCO2の排出量が少ないなんて誰も考え
られなかったと思います。
　古い物より新しい物の方が良いというのではな
く、何をどのようにしたらCO2の排出量を減少さ
せることが出来るのか、また、CO2の排出量が今
のままだとしたら地球がどのようになるのか、1
℃温度が上昇したらどのような現象が起きるのか。
南極･北極の氷が溶けて海面が何センチ高くなる
とか、よく耳にしますが、我々にはまだ実感が伝
わってないと思います。(これは、私だけかも分
かりませんが･･･)
　下期はこのようなことを勉強したいと思います
ので、宜しくお願い致します。

■木下国際奉仕委員

下期活動について。
　対人地雷除去に関する
特別委員会からロータリ
ークリアランド、カンボ
ジア基金のご協力のお願
い。毎週イエローボックスを回して皆様のご協力
をお願いしていますが、クリアランド第9号地区
が今年度も進んでいますが、まだまだ資金をお願
い致します。又、来年度第10号地区で終結と致し
ます。カンボジアの村周辺の地雷地域は、国際ロ
ータリー第2580地区のご支援により、地雷原から
安全に利用可能な土地へと変わることが出来まし
た。感謝されています。これからも皆様方のイエ
ローボックスへのご協力をお願い致します。

■目時地区ガバナー補佐

沖縄分区のＩＭに戸澤分
区幹事と出席のため､｢職
場見学会及び､親睦旅行｣
への参加は見送らせてい
ただきます｡ご理解の程、
宜しくお願い致します。

　又、地区の国際奉仕室の委員もしているので、
3月には多摩分区内の各クラブに伺って3分間スピ
ーチをして対人地雷除去のご協力のお願いをして
まいります。
　オン･ツー･バーミンガム委員会国際大会100回
記念。ＲＩ国際大会には多くの皆さんに申込みを
して頂き、又参加していただくことが出来ました。
16名+1名、計17名を予定しています。今日は秋川
クラブから山田さん、松田さんにも来て頂き第一
回目の阪急交通社の説明会を例会後にさせて頂き
ます。まだ申込みができますので今からでもいか
がでしょうか。
　今日の説明会への参加希望されていない方も説
明を聞き、行きたくなるかもしれません。どうぞ
御参加下さい。これで、国際奉仕委員会の下期の
活動として頂きます。

■駅伝大会の模様

■當間眞駅伝部長
1月20日(火)たきびにて選手団慰労会を行いました｡


