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第2045回例会

今年度会長テーマ

2008.9.25
(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

■点鐘：町田会長
■合唱：ロータリーソング
｢それでこそロータリー｣
◆ソングリーダー：熊木会員

■会長報告

町田会長

暑さ寒さも彼岸までという言葉がございます
が、日中はまだ暑いですが、朝夕は大変涼し
く感じられるようになりました。
食欲の秋です、季節の味覚が美味しい時期で
す。スーパーには季節の花卉や蔬菜がたくさ
ん並んでいます。
野菜や果物は、体の調子を整えるビタミン、
ミネラル、食物繊維などを豊富に含んでいま
す。健康を維持するために、たっぷりと摂り
たいものです。ただ、使用されている肥料や
農薬の害を気にする人は多くいますが、気に
し過ぎて野菜や果物をひかえている人がかな
りいる様です。
1年前から私は10アールの畑で有機栽培と無
農薬で蔬菜栽培をして、販売して生計の足し
にしていますが、無農薬栽培は大変難しいで
す。キャベツなどはすぐに虫に喰われます。
東村山にもこんなにも沢山の虫がいるのかと、
怒りを超えて感心しています。

■例会日／毎週木曜日 12:30〜13:30
■例会場／八坂神社 社務所

〒189‑0013 東京都東村山市栄町3‑35‑1

■クラブ管理委員会／高橋 眞

田中 重義

■事務所／〒189‑0013
東京都東村山市栄町3‑5‑1ハイツむさしの101
TEL 042‑393‑7500

最近は動物には殆ど害のない農薬が増えてい
るそうですが、中国人が実践している方法で
すが、この農薬が調理の仕方でかなり減少し
ます。水溶性の農薬はよく水洗いをすると良
いし、そして農薬の多くは皮に残留するので、
皮を剥く、茹でる、炒める、揚げるなどで、
かなり減るそうです。作物は、私たちの命を
生かす為の、生ある集合体であり、それぞれ
が、人間に栄養源として必要な要素を与えて
くれます。私はいつも命の源である食物に対
して食事の前に心の中で｢頂きます。｣と感謝
をしてから食事をしています。
今の子供達はどのように感じて食事をしてい
るのでしょうか？
カブトムシ等、昆虫はデパートにいると思っ
ているように、野菜も食品スーパーにあると
思っているのでしょうか。

■幹事報告

河野直前幹事

■ガバナー事務所：
・ロータリー財団地域セミナー(zone1,2,3,4A)
開催のお知らせ
2008年11月19日(水) 10:00〜
於 ホテルグランパシフィック
・10月のロータリーレート

1ドル＝106円

・地区環境保全委員会からの提案書の受理
家庭用エネルギー消費機器の買い替えに
よる省エネ運動の実施の提案
・第7回ロータリー全国囲碁大会開催のお知らせ
2008年11月29日(土) 9:30〜登録
於 日本棋院会館
■バギオ基金：
第30回バギオ訪問交流会の旅
2009年3月5日(木)〜3月8日(日)
参加費 ￥178,000〜

■桜華女子学院：
創立50周年の記念式典の案内の受理
平成20年11月5日(水) 13:00〜
於 立川市民会館
(懇親会 ザ･クレストホテル 16:30〜)
■ロータリー米山記念奨学会：
米山月間(10月)資料の受理
・豆辞典(メールＢＯＸ)
・ＤＶＤ｢すばらしい贈りもの｣
・委員長の手引き
・2007年度事業報告
・統計・資料
・2007年度決算報告
■例会変更：
東京秋川ＲＣ
10月16日(木)→18日(土) 少年軟式野球
10月23日(木)→移動例会
10月30日(木)→23日(木) 16:30夜間例会

■出席報告

在籍会員数

出

席

42 32

細渕例会運営委員

免

除

1

欠

席

9

出席率

76.92

■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：97.44％
■前々会メークアップ者：
土方会員：地区会議
野澤会員：保谷ＲＣ
戸澤会員：地区会議
河野会員：所沢ＲＣ
二ノ宮会員：所沢中央ＲＣ
北久保会員：所沢西ＲＣ
熊木会員：所沢西ＲＣ
赤木会員：東大和ＲＣ
恵面会員：清瀬ＲＣ
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■ニコニコＢＯＸ

肥沼クラブ管理委員

■卓話
■卓話者紹介：中丸プログラム委員長

◆高橋会員：9/19娘に女の子が生まれました｡
元気な子供ありがとうございます｡
野村さん写真ありがとう。
◆細渕会員：写真ありがとうございます。
◆中丸会員：高橋さん、卓話快く引き受けて
下さいましてありがとうござい
ます。
◆肥沼会員：高橋さん卓話頑張って下さい。
◆熊木会員：ご無沙汰しております。
議会中ですが時間取れました。
◆北久保会員：
ご無沙汰しております。
議会中ですが時間取れました。
◆田中会員：写真ありがとうございます。
◆町田会長：写真ありがとうございます。

本日のニコニコ合計：
累
計
：

19,000円
525,614円

■委員長報告
■ＩＭ実行委員会

野澤委員長

■卓話者：高橋会員

新世代のための月間(青少年月間)にちなんで
青少年月間によせて、卓話のご指名とこのよ
うな素晴らしいお時間を頂き、プログラム委
員長の中丸様に感謝申しあげます。ありがと
うございます。
只今65歳、前期高齢者の高橋眞です。どうぞ
よろしくお願いいたします。マイクの前に立
ちますと、議員として立候補した時を思い出
します。
恐縮ですが、配布しました資料の中に、国別
血液型一覧表が載っていると思いますが、日
本はもとより世界的でも1番少ないＡＢ型です。
貴重な素材であります。

昨日、第2回目の実行委員会を開催しました。当
日に向けての大体のレイアウトが出来上がりまし
た。今後は各セクションごとの委員会にお任せい
たしますのでよろしくお願いします｡
当日の式典、配置につきましては全員参加で協力
をお願いいたします｡
例会訪問を10月1日より始めます。随行者1名もし
くは2名一緒にと考えておりますので、よろしく
お願いいたします｡

・青少年とは？
10歳前後から20歳代半ば位までの、未婚の
男女を一まとめにした呼称。
正に、これからの日本、これからの世界を
背負って立つ、作っていく世代であります。
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・子育て(親の役目)について
真剣に子供と向かい合い、真剣に考え育て
ているか？(20歳まで！)
｢家庭が原点、夫婦が原点｣、夫婦仲が良い
こと！
(子供の心が落ち着き、どんな時でも子供
の居場所がある！)
中学生時代の躾(夫婦の役割)
→私の体験と親としての信念
私の生い立ち(55〜6年前の話)
10歳の時に両親が離婚
中学3年〜高校1年になる時、2度目の母
家出、親の大きさ、
人の温かさ、選挙の時
86歳で8年前に他界〜1分でも1秒でも
良い。長く生きていて欲しかった。
・躾について
躾の要素は3つ！
1.あいさつ･･･明るく元気に！
｢こんにちは！｣｢行ってきます！｣
2.返
事･･･大きな声で元気良く！
｢ハイ！｣
3.あと始末･･･きちんと片付ける！
｢締めくくる！｣｢やりっ放しは駄目！｣

・応援団(体育会系運動部)で学んだもの！
＜体育会系運動部の素晴らしさ！＞
☆人間教育の場
☆上下関係の明確化と規律の修得
☆戦友・連帯意識
〜人間愛・思いやり・責任感
(人を裏切るな！)
☆忠誠心〜母校愛・組織愛・縁の下の力持
ちとしての心(トコトン守れ！)
・血液型
Ａ型〜福田康夫、麻生太郎、小池百合子、
ダルビッシュ有
Ｏ型〜森元総理、星野監督、松井秀喜、
宮崎駿、石川遼
Ｂ型〜長島茂雄、阿部元総理、小沢一郎
明石家さんま、北島康介
AB型〜田中真紀子、石原慎太郎、桑田真澄
ベッキー、ダイゴ(竹下元総理の孫)
宮沢喜一元首相、細渕前市長
・各国の血液型人口
Ａ型

Ｏ型

Ｂ型

AB型

38％

31％

22％

9％

アメリカ

41％

45％

10％

4％

メキシコ

11％

84％

4％

1％

インド

21％

29％

41％

9％

中

30％

33％

29％

8％

45％

40％

11％

4％

32％

27％

30％

11％

39％

48％

10％

8％

日
・青少年犯罪について(保護司として33名)
少年犯罪の1番のきっかけは万引きから始
まる。
万引き(82件)･･･ゲーム感覚
置き引き(42件)
ひったくり(25件)
自転車の盗難･･･
そこにある自転車をちょっと借りるだけ！
軽い気持ちで！
☆なぜ万引きが横行したか？
大きな社会的な問題・変化
1.40数年前にアメリカ商法のスーパーが
入ってきた。
2.スーパーのカゴに親が自由に取らせた。
3.我慢させること、子供との約束は親は
必ず守ること。
※若いお父さん・お母さん、お孫さん
に教えて下さい。
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■点鐘：町田会長
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