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第 58巻第 3４号 通巻第 2767号 

第 278１回 例会 

2017年（平成 29年）６月１３日 
12:30点鐘 東金商工会議所 4階例会場 

 

2016～2017年度 
国際ロータリーテーマ 

人類に奉仕するロータリー 
国際ロータリー会長    ジョン F. ジャーム 
 
第 2790地区ガバナー  青 木 貞 雄 
第 6分区ガバナー補佐  河 野 知 宏 

会長 小 林 信 雄 
〃      幹事 秋 葉 芳 秀 
〃   広報委員長 長 尾 邦 俊 

 
 

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  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

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 

委員会活動報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

小林 信雄 会長 

「我等の生業」 

秋葉 芳秀 幹事 

かしま 

小林 信雄 会長 

秋葉 芳秀 幹事 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

小林 信雄 会長 
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理事会報告 
報告事項  
5月の例会（9日、16日、23日、30日） 
5月 1日 北田浩一 前会員の歓送会 
13日 国際交流協会総会 
26日 6分区会長・幹事会（九十九館） 
三宅英雄様 名誉会員を受諾 
                以上承認 
6月の予定：承認 
協議・審議事項 
渡邉直樹様 5月末での退会届：承認 
次期委員会構成について：承認 
最終例会の役員引継ぎについて：承認 
7月第 1例会の進行について：承認 
 

会長挨拶 

 
小林 信雄 会長 
本日はガバナー補佐河野様、補佐幹事森川さ

まにお越しいただきました。米山奨学生ナレッ
ト君も来てくださいました。 

6 月になりました。今月は親睦（friendship）
月間です。会食を共にしてロータリアンとして
志を同じくする人がお互いに仲良くすること。
要するに、今月はロータリー主義である「奉仕
の理想」を特に実現する月間であります。 

季節は陰暦で言うと「水無月」で、気圧の谷
が生じて雨が降り続き「梅雨」となります。6
月 11日が入梅です。だいたい明日あたりから梅
雨になるということだそうです。昨日は、畑の
梅の木によじ登って熟れた梅の実を収穫しまし
た。これをゆでてお酒のつまみにでもと思いま
す。「入梅」や「梅雨」とか「梅」の言葉が出て
くるのはこの季節にちょうど梅の実が熟れるか
らなのでしょうが、高温多湿で底冷えのするこ
ともあるし寒暖の差がある季節でもあるので、
会員の皆様お体に気を付けてお過ごしください。 
さて、国会や新聞紙上をにぎわしている皇位

継承の問題もありますが、先般に本席で申し上
げたように、神代の国から天皇制は続いており
ます。鬼が島へ桃太郎が鬼退治に行くお話で鬼
は百済の皇太子である温羅（うら）だそうで、
第 11 代垂仁天皇の頃に吉備の鬼の山に城を築
き狼藉を尽くしたので、天皇は吉備平定に桃太
郎＝吉備津彦命（きびつひこのみこと）を遣わ
して平定したという。この間、温羅は鬼ヶ城を
築いてそこから巨岩を落としたり、天皇家に追
われて雉に化けて逃げ回り、あるいは鯉に化け
て川の中へ潜ったりしたが、そのたびに桃太郎
である吉備彦命も鷹になって温羅の雉を負い、
鵜となって鯉を追跡してとらえたのだそうです。 
伝承はその後に続くが、桃太郎の家来になっ

た犬、猿、雉は、犬飼健命（いぬかいたけるの
みこと）、留霊臣命（とめたまのみこと）、楽々
森彦命（ささもりひこのみこと）であり、吉備
津神社の南北の隋神門に祀られているそうです。
なお、吉備津神社は、岡山地方の総鎮守で備前・
備中・備後の「三備一宮」と称される古社であ
るという。 
それにしても今上天皇が言われている景行天

皇の后が百済の皇女だったというと、鬼にされ
た温羅との関係はどのような間柄になるのだろ

第 2780回 例会の記録<6月 6日＞ 
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う、と大変興味があるところです。そして連想
するに、東金で生活しているわれわれは何処か
ら来た民族で、わが家はそれぞれどのような関
係にあるのでしょうか。 

 

幹事報告 

秋葉 芳秀 幹事 
○次期の委員会構成は来週資料を配布します 
○渡邉直樹会員が 5月 30日で退会しました 
○最終例会は竹田屋で 18時からです。 
○7 月第 1 例会は地区の米山委員長が来て時間
がない為 12:15から始めます。 

米山奨学金授与 

 
 
 

誕生お祝い 

小林信雄 会員 岡本秀男 会員 おめでとうございます 

スピーチ 

米山奨学生 ナレットさん 
 今日はスピーチを話させて頂き、ありがとう
ございます。スピーチテーマは耐震です。耐震
構造には免振構造と制震構造があります。免震
構造は、建築物の上部構造と基礎の間など免振
部材を入れた建築構造であります。免振部材に
は円盤状のゴムと鋼板を交互に積層ゴム、鋼棒、
鉛、オイル等を使います。ダンパーなどを組み
合わせたものが、主に使われています。制震構
造は、振動を抑制する装置や機械が組み込まれ
た建築構造であります。制震の方方法には、制
振装置を各層に分散してする方法と頂部に集中
して配置する方式があります。東金商工会議所
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建物に耐震補強もしたそうです。だいたい、耐
震補強する時、柱・壁の面積に X・Y 軸を計算
して、耐震を続ています。耐震を学びますが、
母国には使わないと思います。 
 母国に戻って、耐震以外の、日本に学んでい
るものを使えます。地震力に関わらず、建築構
造設計はだいたい同じです。積載荷重は屋根・
スラブ・壁は梁が支えて、梁は柱が支えて、柱
は基礎が支えます。さらに、日本には各地構造
設計するには雪積載荷重を考えなければなりま
せん。母国には雪がないから、その点は関係が
ありません。 
さらに、設計にも結構気を使います。日本に

は居間、トイレ、台所など換気扇を付けなれば
なりません。さらに、部屋の床面積によって、
窓開口の最低面積を定めて、採光、採風をしま
す。この点を見ると、いいなと思います。国民
の健康を支えるために、建築設計にも関係ある
ことを配慮する。それらは、私の国では基準が
ありません。日本のように基準を作って、皆が
守れば、カンボジア人の寿命には延びるかなと
思います。 
特に、バリーアプリとユニバーサルデザイン

は気になります。日本には高齢者、障害者が建
物を使いやすいために、色々なバリーアプリを
設置します。例えば、スロープ階段には角度 1/8 
~1/12 まで作らなければならなりません。それ
以上になると、車椅子の人は使いにくいです。
さらに、エレベーターにも音声お知らせもあり
ます。目が見ない人でも、使えます。それらを
見ると、すごく感動します。私の所はこういう
ものはまだ設置してません。もし、これがあれ
ば、皆が建物を使いやすくて、喜びです。以上
です。ありがとうございました。 
 
 

卓話 

 
河野知宏 ガバナー補佐 
 

ガバナー補佐としての 1年 

皆さんこんにちは。今日はガバナー補佐とし
て最後の訪問をさせていただきました。宜しく
お願い致します。昨年の 4 月右も左もわからな
いままでガバナー補佐をお引き受けし、不安な
中でのスタートでしたが皆様方の暖かいご支援
をいただきながら、何とか 1 年を過ごすことが
出来ました。心から御礼申し上げます。7 月か
ら 10月までのガバナー公式訪問、10月 19日の
情報研修会には第 6分区の中から 47名の会員の
ご参加をいただき、会長さんや経験豊富な会員
の皆さんもご参加いただき、大変熱心に意見交
換ができました。また、2 月 15 日のＩＭは第 6
分区 139 名のご参加をいただきました。当初は
各クラブの意見発表と言う案もございましたが、
会長・幹事会で行われていることですので違っ
た形を、と言うご意見があり、パストガバナー
の鈴木氏の講演と、元ＮＨＫのアナウンサーの
宮田氏の講演をいただきました。終了後、大変
いいＩＭだったというご意見を大勢からいただ
きまして、ほっとしているところでございます。
その他、5月 12日には分区の家族親睦ゴルフ大
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会が開催されまして 50 名余りの参加をいただ
きました。定期的に会長・幹事会が開催され、
いろいろな形での意見交換ができたということ
は、クラブ運営に大きなプラスになったのでは
ないかと考えております。これも、会員皆様方
の積極的なご協力によるものでございまして、
本当に、心からお礼を申し上げたいと思います。 
私はガバナー補佐として 1 年を振り返ってみ

ますと、何を残せたのかという思いは致します
けれども、私がロータリーを深く学べたこと、
そして多くの方と交流できたことが私に撮りま
してはかけがえのない財産であった、と思って
おります。経験を活かして、さらにロータリー
活動に励んでいければ、そういう思いでござい
ます。 

第 6分区の課題 

4月 22日に地区研修協議会が千葉でございま
した。こちらのクラブからも参加された方がい
らっしゃると思いますが、その際に次年度のガ
バナーエレクトから地区運営方針が発表されま
した。その中で分区の再編が課題に挙がってお
ります。再編と言うのは、分区事に異なるクラ
ブ数、会員数の格差を平準化することが目的で
あるということで、その是非をこれから議論し
ながら一定の合意形成を図りながら進めるとい
うことでございます。 
ただ、第 6 分区につきましては昨年もこの話

が出まして、分区の中でいろいろな意見が出ま
した。私は分区の再編は地域の歴史や地域性、
そういうことを加味して決めるのが妥当ではな
いかと思います。また来年の役員はじめ会員の
皆様には、これをどのように取り組んでいくの
か十分ご協議をいただいて、第 6 分区の方向を
見出していただきたいと思います。 

「高齢者」を意識するとき 

少し個人的なお話をさせていただきたいと思
います。皆様方もご承知の通り、我が国は少子
高齢化、特に高齢化が進んでおりまして、総人
口の２７．３％が 65歳以上の高齢者でございま
す。27％を超える高齢化と言うのは世界でもあ
まり例がない、北欧の方で一部あるがかなり長
い時間がかかってそういう状態になったので、
日本の様に 4，50 年でこのようになったのは例
がない。国の政策も高齢者対策に必死に取り組
んでいますがなかなか決め手がないのが現状で
す。65 歳～75 歳が前期高齢者、75 歳以上が後
期高齢者です。私はこの 7月で 80歳になるので
すが、昨年免許の更新に自動車教習所に行きま
して研修を受けました。その際に、認知症の検
査をするんですね。私は認知症の検査で問題が
ないということでしたけれども、その際に高齢
者、高齢者と言うことをかなり言われまして、
自分の年齢が 80歳になったんだ、と言うことを
強く意識してしまいました。 

80 歳とはどういう生き方をすればいいのか、
いろいろと考えたのですが、今までの生活を一
気に変えることはできません。少なくても今ま
でと同じような生活を送らざるを得ないと思い
ます。よくよく考えてみますと、私は 80歳にな
るまで 10 年、20 年前と全く変わらない生活を
してきました。ロータリーには先輩がたくさん
おりますけれども、人格的に素晴らしい方ばか
りで尊敬できる方がたくさんいらっしゃいまし
た。同期の方との交流もありますし、自分はそ
の中で 80 歳としてどう向き合わなければなら
ないかを考えておりませんでした。その教習所
以来、どうやったらいいのか、本当に考えてし
まう日々が続きました。最近は外出すると、つ
い高齢者に目が行ってしまうんですね。高齢者
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の言動が気になってしまいます。その中で一番
感じることは、今の高齢者と言うのは大変キレ
やすく、自己中心だということです。 

高齢者がキレる 

例をお話しいたしますと、先日コンビニでレ
ジの所からどなる声が聞こえました。高齢らし
き男性が怒っています。コンビニのレジは二つ
ある場合、場所が分かれています。一つのレジ
に店員がいてお客さんの対応をしていて、件の
男性はもう一つのレジにいました。お客さんが
いなくなった時に、店員が「こちらにどうぞ」
と誘導をしたんですね。そうしたら「なんで、
客を歩かせるんだ」と、怒ったのだそうです。
なんでそんなことで怒ったのかなと不思議な気
がしましたが、店員はすぐに謝って、男性のレ
ジに行って対応していました。同世代として、
情けない想いがいたしました。 

一老を知る 

そのようなことを見ておりますと、高齢者は
若者たちの手本にならなければいけないのに、
こういうことでいいのかな、とつくづく思うよ
うになりました。原因には諸説あって、高齢者
が体の変化に対応できないことで孤独感が強く
なって不安やストレスからそのようになるのだ
という話もあります。しかし、このような理不
尽な行為はあってはなりませんし、不安やスト
レスがあるからと言って赦せることではないと
思います。私自身はロータリーを通しての尊敬
できる先輩や仲間、趣味の若い仲間もおります

ので、孤独になることはないと思います。一日
一日を大切にして、生きていきたいと思ってお
ります。ここにいらっしゃる皆さんはロータリ
ーの中で素晴らしい人との交流がありますから、
そういうことはないと思いますが、どうぞロー
タリアンとしてますます活動の傍ら、恵まれた
素晴らしい方との交流を通して豊かな人生を歩
いていただければと思います。 
斎藤茂太という精神科・文筆家の「『ゆっくり

力』ですべてがうまくいく」という本がありま
す。その中に、一老を知るという言葉がござい
ます。怒りは老化を加速させる。一つ怒れば気
短老人、意地悪ばあさんへの道を進むと。子ど
もの頃、「明日は遠足だ」という前の日わくわく
する気持ちを今でも覚えているだろうか。その
気持ちを年をとっても失わないことが大切であ
る。イライラ・ムカムカいつも気難しい顔をし
ている人はどんどん老けていくそうです。いく
ら若さを保つ健康食品を食べても間に合わない
そうですので、皆さんもこの言葉を頭の隅にお
いていただければと思います。本日はどうもあ
りがとうございました。 

 
 

出席率  ６月６日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１７名 ７５．５８％     ５，０００円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前の週金曜日までに
（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 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 

ニコニコ BOX 
〇ガバナー補佐 河野知宏様より 

頂戴しました 
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