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第２２６７回 
平成２２年５月２１日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉     

 

＊ロータリーソング  『手に手つないで』 

＊四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

１．真実か どうか      ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

＊お客様紹介 

 ・本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／さくら生態研究所 

               押尾 敏夫様 

 ・ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ紹介者／綜合警備保障㈱千葉支社 

                参与 久保木 義久様 

 ・東仁川ＲＣ（韓国）／ 李 東秀様 

 ・千葉中央ＲＣ   ／ 増田 豁様（ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ） 

 ・米山奨学生    ／ 閻 宏偉（ｴﾝ ｺｳｲ）さん 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

本日は、東仁川ロータリークラブの李東秀（リ トウシュウ）

さんをはじめ大勢のお客様をお迎えし、例会場は、イン

ターナショナルな様相でございます。 

韓国から東仁川ロータリークラブの李東秀さんをお迎

えしております。また、中国からは、当クラブがお世話を

することになった米山奨学生の閻宏衛（エン コウイ）さん

が見えております。今日が初めての来訪となります。 

李東秀さんには、４月１６日から１７日に行なわれまし

た当クラブと李さん所属の東仁川ロータリークラブとの、

「親交クラブ結縁３３周年記念祝賀会」では大変お世話

になりました。当クラブからお伺い致しました１６名が、１

ヶ月以上経過しましたが、先日（18日）全員集り、訪韓の

大変楽しかった思い出を語らう「砂払い」の会を催しまし

た。 

李さんは、韓国・第３６９０地区の代表として、東京で行

なわれた次期日韓親善会議の予備打ち合わせの序に、

ご無理をお願いしてお立ち寄り頂いたものです。 

又、同会議に第２７９０地区の代表として、同席されて

いた千葉中央ロータリークラブの増田バストガバナーに 

 

もお見え頂いております。 有難うございます。 

 

・本日ご入会の上田欽一（ウエタ ヨシイチ）さんと、米山奨

学生の閻宏衛さんには後ほどご紹介及びご挨拶を頂き

たいと思います。 

・当クラブから、地区の行事でＧＳＥの団長としてウィスコ

ンシン州に派遣されている金親会員から、元気で国際親

善の目的達成に邁進しているとハガキが届いております

ので回覧致します。 

以上、ご報告を終わります。有難うございました。 

 

≪入会式≫ 

上田
う え た

 欽一
よしいち

会員  （綜合警備保障㈱千葉支社 支社長）

紹介者：北原俊彦・水野謙一 会員 

私は、単身赴任で１６年目となり、

間もなく１７年目となります。 

今回、２回目のロータリークラブと

いうことで、前回は北九州の小倉中

央ＲＣに約３年間所属しておりました。

本社に２年間ほどいて、また今回ロ

ータリーでお世話になることになりま

した。前ロータリーでは、１００％の出席率を誇っておりま

すので、こちらでもそれを実践したいと思っております。

今後とも宜しくお願い致します。 

 

ご挨拶 

＜東仁川ＲＣ・李東秀様 （ＲＩ第３６９０地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ）＞ 

 千葉南ＲＣの皆さん、こんにちは！  

昨日の夕方、東京品川の「パシ

フィックホテル」で「日韓親善会議

連絡委員会」の会合があり、韓国

から６名の委員と日本各地区の委

員１４名との連絡委員会が開催さ

れました。私も韓国側の連絡幹事

として参加致しました。目的は、来

年の９月２日・３日に東京のグラン

ドプリンスホテル新高輪に於いて「第１１回日韓親善会議」

が開催されますので、その準備のための予備会合兼懇
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親会に参加したわけです。皆様ともその際にはお会い

出来ることと期待しております。 

先月の４月１６・１７日には、貴クラブとの親交結縁３３

周年記念を兼ねて、ＲＩ第３６９０地区大会へのご参加の

ため、寺澤会長他１５名の会員の皆様方にご来仁下さい

まして、記念例会も盛大に催すことが出来ました。東仁

川ＲＣの朴國珍会長から、感謝の言葉とともにその節に

は色々失礼なことがあったことと併せて私にご挨拶をす

るよう頼まれました。ご来韓の皆様には、朴会長に代わり

まして厚く御礼申し上げます。 

さて、本日は突然の訪問ですが、両クラブの親交クラ

ブ締結は、去る１９７４年４月１５日に遡ります。当時、私

はロータリー３年生のクラブ幹事を務めておりました。結

縁当時の会長は１０年前に亡くなりましたが、貴クラブの

須田重次元会長様とは、去年まで毎年、年賀状のやりと

りする等お互いの消息は良く知っております。今は、老

弱でクラブを退会されたと伺っております。 

其の間、両クラブの世話役を務めた故・中村民男先生

の功徳を偲びながら、今後とも両クラブが末永く親交を

重ね、友愛の絆を尚一層深めて行きたいと東仁川ＲＣ会

員一同に代りまして、皆様のご希望を申し上げまして、

千葉南ＲＣの益々のご発展とご成功をお祈り申し上げま

す。有難うございました。 

＜米山奨学生・閻
えん

 宏偉
こ う い

さん＞ 千葉大学大学院薬学研究院 

はじめまして！先ずは、ロータリー

米山奨学生に採用していただき有

難うございます。 

私の出身地は、中国の吉林省で

す。中国山東大学薬学院を卒業後、

６年前に日本へ来て現在、千葉大

学大学院薬学研究院に所属してい

ます。将来は、卒業して中国に帰り、

大学の先生となって、日本で勉強した知識及びテクニッ

クを中国の学生達に伝え、中国の医薬学の授業に貢献

したいと思っております。日本にいる間、知識や勉強す

るだけでなく、日本人の心が深く分かるようになりました。

国と国との交流は、一人一人の深い交流から始まるもの

だと感じました。これからも日中交流の掛け橋となれるよ

う頑張ります。宜しくお願いします。 

 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆李 東秀様より、多額のニコニコを頂戴しました。 

 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

李東秀様、押尾敏夫様、久保木義久様、パストガバナ

ー増田豁様、閻 宏偉様、ようこそいらっしゃいました！ 

どうぞごゆっくりなさって下さい。押尾様、卓話を宜しくお

願い致します。 

☆斎藤 昌雄会員 

・李東秀様、本日はようこそいらっしゃいました。４月に訪

問した際には、大変お世話になり有難うございました。 

・米山奨学生の閻宏偉さんをお連れしました。皆さん、ど

うぞよろしくお願い致します。 

☆五十嵐 博章会員 

小生、甲状腺癌のオペを終え、無事退院しました。入

院中は、多大なご心配、ご迷惑をお掛けし、申し訳ござ

いませんでした。又、皆様方より過分なるお見舞いまで

頂戴し、有難うございました。本日より、例会に出席出来

る様になりましたので、重ねて宜しくお願い申し上げま

す。 

☆大野 良亮会員 

本日、メールボックスに入れさせて頂きました。 ６月８

日からの銀座「鳩居堂」で行われる篆刻展のご案内です。

宜しくお願い申し上げます。 

☆植松 省自会員 

・東仁川ＲＣ・李東秀様、ようこそいらっしゃいました。ご

ゆっくりと例会をお楽しみ下さい。 

・６月１３日（日）、１４日（月）の「職場訪問及び親睦旅行

（移動例会）」に多くの皆様のご参加をお願い致します。 

 

 

 

≪出席報告 (会員数４１名)≫ 

 

出席者数３１ 欠席者数１０ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ５ 修正出席率７９．４９％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演  題… 『水と食料を含む環境問題』 

卓話者… さくら生態研究所  押尾 敏夫様 

 

このハンカチを見て下さい。こ

れは横にすると、横縞で慶応の

ジャージ、縦にするとタイガース

のユニフォームの縦縞になります。

でもこれは、皆さんから見て横か

縦かということでして、見方によっ

ては違います。実際のトラは、どう

でしょう？生物学的に見るとトラの

縞は横縞ですが、四足のトラは頭から手足にかけて縞が

あるので、生態学的に見ると縦縞といえます。このように

どのような見方で議論するかで、物事の見方は大きく違

います。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 29,000 円 累計 722,314 円 

金の箱  666 円 累計 30,549 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 6/22・29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 6/15・29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 6/2・30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 ― ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 6/24 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 6/24 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



風がどのように吹くか、ということですが、通常の風速

というのは水平方向の速度ですが、実は風は水平には

吹きません。高気圧の場合は下から上へ、低気圧の場

合は上から下へ吹きます。冬の日本海の風は上下方向

の流れが強いものですから、積乱雲が発達します。典型

的な冬の雲写真はＮＨＫなどの気象情報でも見慣れて

いる通り、筋状の雲がたくさん見られます。この高度は３

０００ｍから８００００ｍにも達します。 

それから黄砂に乗って公害物質が、中国から日本へ

運ばれて酸性雨の原因となっているという説があります

が、これは誤りです。私の試算によれば、黄砂全体のわ

ずか２％しか日本に到達していませんので、それが酸性

雨の原因になるとは到底考えられません。 

環境とは、基本的に人のまわりを指し、他の概念で議

論する場合には主体を明示します。例えば、地球環境、

教育、食、経済環境など、これを社会概念上の環境と言

います。人の生産も結局のところ、地球に蓄えられた資

源を利用しているので、人の生産が増えれば、地球への

負担が増大します。我々は太陽のエネルギーを間接的

に摂取して生きています。植物が太陽のエネルギーを借

りて二酸化炭素と水から炭水化物を作り、酸素を環境に

放出しています。我々はこの炭水化物を摂取して、酸素

を使って燃焼させて間接的に炭水化物中に蓄えられた

太陽エネルギーを利用しているのです。その最たるもの

が、石油、石炭、天然ガスです。これは歴史の中に貯め

られた太陽のエネルギーを今取り出しているのです。環

境にＣＯ２を放出するということは、つまり地下資源を放

出するということは昔の地球に戻しているということになり

ます。 

皆さんは食器を洗ったことがありますか？ 物理の世

界でいくと食器は洗剤を使わなくても、洗えるのです。ま

ず、食器を一枚一枚運び、最初に後ろを洗う、次に表側

を水道を流しながら洗うときれいになります。お湯で洗う

と効果大になります。どういうことかと言いますと、皿の上

に汚れがありますが、その汚れの間に水が入ってくれば

汚れは下に落ちるのです。それを助けているのが洗剤な

のです。洗剤の役目を温水という形にすると洗剤を使わ

なくても汚れは落ちるのです。皿の後ろ側は、基本的に

汚れていないわけですが、汚れを付けないように最初に

水で濡らしておくのです。そうすると表の汚れが裏に付

かないわけなのです。皆さんは、洗剤で洗うときれいに

なったと思っているわけですが、確かに付いた汚れはと

れます。しかし、洗剤が皿の表面に残っているのです。

洗剤と食べた物では、どちらが汚れなのでしょうか・・・。

洗剤は科学薬品ですので、体に良いはずがありません。

それを皆さんは、今までずーっとそうしてきたわけです。

今皆さんは健康のようですので、そんなに大きな毒性で

はないだろうと思いますが、資源という立場に立った時に

洗剤を使用するかどうかは、大きな資源の浪費になるの

です。 

一人だけが良い世界ではなくて、みんなが良い世界、

つまり、今の赤ちゃんの孫世代のためにも資源を残して

おくことが公正な社会だと私は思っております。 

                     (文責  高橋 朗) 

↑ 増田豁ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ と李東秀氏    ↓海ほたるにて 
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グローバルな経済変化を肌で体験 

「アジア、南米、アフリカの一部の発展途上国の生活水準が大幅

に改善されたことにより、国際関係も大きな転換期を迎えています」

と、元ロータリー財団国際親善奨学生で、カナダ人外交官のドナ

ルド・ボビアッシュさんは言います。彼の外交官としてのキャリアは、

財団奨学生としてアフリカ・セネガルに留学したときから始まりまし

た。「ロータリーが世界への扉を開いてくれた」とボビアッシュさん。

仕事で世界中を飛びまわり、発展途上国同士が相互に経済発展

をサポートできるよう援助。1989 年にはカナダの外務・国際貿易

省に入省し、日本とパキスタンでの外交プロジェクトに携わりまし

た。それらの経験を踏まえた上で、彼は「ロータリーは国際性の極

めて豊かな組織です。人種、宗教、富む者と貧しい者、東洋と西

洋をつなぐ懸け橋となっています。ロータリーには、効果的な発展

援助ができる経験と構造が備わっています」と述べま

す。 

 

第２２６８回例会 

日  時⇒ 平成２２年５月２８日(金)点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『当面の景気動向と経営課題』 

卓話者⇒ ㈱ちばぎん総合研究所  

取締役社長  額賀 信様 

第２２６９回例会 

日  時⇒ 平成２２年６月４日(金)点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『コミュニケーションは笑顔から』 

卓話者⇒ ㈱三越 千葉店 お徳様営業部 

ブライダル担当課長 羽成 伸代様 

         （ﾌｪｲｽｽﾄﾚｯﾁﾝｸﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ&ｶﾗﾘｽﾄ） 


