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第1304回例会
会長　原 田 　 毅
幹事　宮 村 義 男

本日の卓話

今後の卓話予定

葛飾東R.C. との合同例会

３/６	 「建築基準法の落とし穴」	
	 ㈱冨井建築設計研究所　代表取締役　所長　冨井征也	様

３/13	 「わかもの視点の復興」	
	 気仙沼仕事創出プロジェクト　委員長　増田悠太朗	様

３/20	 休　　　会	
３/27	 「二番煎じ」	 十一代目　金原亭馬生師匠
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　2012ー 2013年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「奉仕を通じて　平和を」	 R . I . 会 長	 田 　中　作　次
	 	 地区ガバナー	 石 　川　正　一
クラブテーマ	 「クラブライフの充実で、ロータリーの魅力を語ろう！」	
	 	 クラブ会長	 原 　田　　　毅

会長報告＜原田会長＞
・今一番頭に来る事。それは、北朝鮮の核実

験と、IOCが2020年のオリンピック競技か
らレスリングを除外した事です。

　本日の読売新聞によると、30歳になったば
かりの北朝鮮の独裁者、金正恩の心中を支
配しているものは、体制転覆への「おび
え」に他ならないそうで、その一端が１月
23日の北朝鮮外務省声明に表れているよう
です。昨年12月のミサイル発射に対する国

連安保理の決議について、「我々の武装解
除と制度転覆を追求する米国の敵視政策」
の結果だと断定しています。韓国の専門家
によると、北朝鮮はこれまで日本円にして
5,200億円を核開発に費やしたが、その金
でトウモロコシを購入していれば年間不足
食料の約50年分が賄えたそうです。馬鹿な
指導者の下にいざるを得ない国民が可哀相
です。

　また、複数のIOC理事はこれまで、メダル

　　	 　　２日（48周年） 松崎ご夫妻 ・ 13日（55周年）藤田ご夫妻
３月結婚記念日	 　　14日（42周年） 関原ご夫妻 ・ 15日（47周年）永井ご夫妻

	 　　16日（47周年） 片岡ご夫妻 ・ 21日（42周年）岩戸ご夫妻
　	 　　23日（17周年） 矢野ご夫妻 ・ 26日（40周年）松本ご夫妻

前回（2/13　1303 回例会）の記録

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

来　訪　者　紹　介

東日本大震災で被災された皆様に一日も早い平和と復興がおとずれますように
お祈り申しあげます。このような時こそ、我々ロータリアンは『五大奉仕』を実行・
実践しましょう。明日の日本と世界はみんなの手の中に！

 46 名 2 名 ４名 34 名 7 名 82.93％ 1301 回例会修正　欠席 5名・出席率 87.18％

◆ゲスト ０名 

◆ビジター ０名 



獲得国が少数国に集中する事は競技の普及
度を重視するIOCの理念にはマイナスと言
う見解を示し、現在まで28個の金メダル、

メダル総数62個と言う日本のお家芸をオリ
ンピックから閉め出そうとしています。こ
れがIOCの実態です。

2012年〜2013年度　第8回理事・役員会報告

＜審議事項＞
１．１月度会計報告………………………承認
２．後

ご

上
がみ

清会員候補に海内会員選考委員が面
談の結果入会資格有りと認め、職業分類 
委員は職業分類を非鉄金属卸売に分類し
た。入会金振込み確認後入会を承認す
る。

＜報告事項＞
１．沖縄地区大会については５日JTBと最終

打ち合わせ
２．葛飾東R.C.との合同例会について ………
　　葛飾東R.C.の参加者23名、当クラブ40名

の予定。
３．浜中会員入院の為規約に則り見舞金をお

渡しする。

委員会報告
＜伊石次年度幹事＞
・本日例会終了後、３Ｆ「清洲の間」にて第２回

幹事報告＜宮村幹事＞
・来週２月20日㈬の例会は休会になります。

沖縄地区大会出席の方はメーキャップ扱い
になります。

・２月27日葛飾東RCとの合同例会はくじ引
きにて８テーブルに別れ卓話はテーブルマ

被選理事会を行います。該当の方は出席をお
願いします。

スターのもと自己紹介の後　⑴互いのクラ
ブでの親睦活動の現状、同好会等　⑵今後
２クラブ合同例会に望む事。以上の議題に
てディスカッションをお願い致します。

・他クラブより例会変更のお知らせが届いてお
ります、クラブ事務所にてご確認下さい。

入会おめでとう

後上　清さんをご紹介いたします。

ニコニコボックス
＜植木、山尾、藤掛、関原、渡辺、髙木、立野、

加藤、伊石、笹生、藤田、永井、斎藤、中村、
岩戸、上原、岩田、宮村、上野、潮田＞

・後上清さん、入会おめでとうございます。
これからも宜しくお願い致します。

＜会員増強委員会（吉田、岩戸、長沼、伊石）＞
・後上さん、新入会おめでとうございます。

宜しくお願い致します。
＜後上＞
・これからよろしくお願いします。

＜原田会長、宮村幹事＞
・古谷さん、小林博さん、本日の卓話宜しく

お願い致します。
＜山尾、藤掛、笹生、永井、中村、上原、尾泉、

大塚、潮田＞
・古谷さん、小林博さん、本日の卓話宜しく

お願い致します。
＜古谷、小林（博）＞
・本日、卓話をさせていただきます。しばら

くご辛抱下さい。



会員卓話

古　谷　輝　彦　会員

沢木耕太郎の小説「深夜特急」を読んでいつかこんな旅をしてみたいと
長年思っておりました。

「深夜特急」はバスでユーラシア大陸を横断してポルトガルまで行きま
すが、時間的にも年齢的にもバスでの旅は無理なので、ロシアのウラジ
オストックからシベリア鉄道に乗りポルトガルのリスボンそしてロカ岬
まで 11 カ国を鉄道、フェリー、
バス、飛行機を乗り継いで 34
日間かかってたどり着くことが
出来ました。
この一人旅を実行するにあたっ
ては、言葉の問題、63 歳とい
う年齢から来る体力など懸念
されることが幾つかありました
が、様々なトラブルに合いなが
らも日本海から大西洋の海を見
ることができました。

＜浜中＞
・この度は、大変ご迷惑をお掛けいたしまし

た。本日より復帰しましたので、よろしく
お願い致します。

＜山尾、髙木＞
・浜中さん、退院おめでとうございます。

身も心も綺麗になられたようで輝いてい
ますね⁉

＜山尾＞
・久保田さん、（本気）チョコレートありが

とうございます。
＜植木、山尾、渡辺、大塚、宮村＞
・永井さん、写真（1300回記念例会）ありが

とうございました。
＜園部＞
・関原歯科医院に通って半年、知覚過敏が直

り、歯石がなくなり、クリーニングも大変
上手な先生です。是非一度おためし下さい。

＜渡辺、岩戸＞
・お誕生日のお祝い有り難うございます。
＜加藤、髙木、斎藤＞
・出席100％表彰、ありがとうございます。
＜小池、藤掛＞
・女子アイスホッケー日本代表、ソチ五輪出

場決定‼　目指せ金メダル。



＜今週担当　尾泉良和＞

小　林　　　博　会員

1ティーンエイジャー時代の思い出

2文芸部活動とその後の読書生活  ＜ 20 歳より読書ノートをつけて 4200 冊＞

好きな作家（除く専門書）

〔歴史小説〕 司馬遼太郎、山本周五郎、池波正太郎、藤沢周平、平岩弓枝

 北原亜以子　宮城野昌光、北方謙三、宇江佐真理

〔経済小説〕 城山三郎、高杉　良、幸田真音

〔文　　学〕 宮本　輝、連城三紀彦、三島由紀夫、宮尾登美子、庄野潤三

 小池真理子、伊集院　静、阿川佐和子、沢木耕太郎、清水義範

 石田衣良、渡辺淳一、浅田次郎、角田光代、北　杜夫、阿刀田　高

〔推理サスペンス〕 松本清張、佐野　洋、筒井康隆、東野圭吾、真保裕一

〔海 外 物〕 アーサー・ヘイリー、J・アーチャー、J・グリシャム、

 アガサ・クリスティ

〔ボランティアについて考えさせられる推薦図書〕

①　高杉　良「オリンピックを呼んだ男　祖国に熱き心を」 （角川文庫）

②　湯谷昇羊「できませんと言うな─オムロン創業者 立石一真」（新潮文庫）

③　山本周五郎「裏の木戸はあいている」〜新潮文庫「人ごろし」所収〜

④　城山三郎「打たれ強く生きる」（日本経済新聞社）

＊　銀行員時代の思い出（12 年）

融資借入申込書作成時のポイント　「要資・返資・担保・メリット」を一枚

にまとめる。

＊　「ハコヤ」としての現在（22 年）

＊　ロータリアンとして 17 年（委員長９回、副委員長６回）


