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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2012 年年年年 3 月月月月 2 日日日日))))    第第第第 2867 回例会回例会回例会回例会 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：住田由純君住田由純君住田由純君住田由純君    演演演演        題題題題：「：「：「：「私私私私のののの人生人生人生人生」」」」        先回先回先回先回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2866 回回回回 ’’’’12 年年年年 2 月月月月 24 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：加藤秀人君加藤秀人君加藤秀人君加藤秀人君    演演演演        題題題題：「：「：「：「自転車生活自転車生活自転車生活自転車生活のすすめのすすめのすすめのすすめ」」」」    ストレッストレッストレッストレッチチチチ体操体操体操体操  稲垣宏高君 ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング        「それでこそロータリー」   ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー  日比一昭君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   72 名     2 月 3日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員   20 名     欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員    8 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員   59 名    MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員    3 名 本本本本日日日日のののの出席率出席率出席率出席率   81.94%   訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  98.55% 超過出席超過出席超過出席超過出席 者者者者        寺田晏章君、鈴木吉男君、八谷潤一君、篠田廣君、前田昭生君、堀田力男君、加藤則之君、加藤隆朗君、坂井裕君、篠田知生君、宅見康悦君、宇佐美三郎君、山田清三君（第 9 回役員理事委員長会議）、鈴木吉男君（岩倉ＲＣ）     会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    寺田晏章寺田晏章寺田晏章寺田晏章会長会長会長会長    皆さん今日は。だんだん暖かくなってきました。我が家の梅の木も少しほころびはじめました。  ガバナー事務所よりメールが入りましたので報告致します。とかく批判がありました東日本大震災青少年支援金の件ですが、細部にわたる経過報告と会計報告が届きました。  1 月末現在で 4 億 4,800 万円（台湾からの 6 億の内の 1 億 2,300 万円流用）集まりました。2760地区は 2,980 万円拠出、11 月より奨学金を 13 名の生徒に 135 万円拠出、その後申請者も徐々に増えてきているそうです。事務所経費に約 10 万円、現在千葉銀行の口座に 4 億 4,000 万円余り残高があり、今後 8年間に亘って運用していくそうです。

次年度より地区の担当は社会奉仕委員会にお願いするそうです。大変健全な運営がされていると理解致しました。 それから新世代委員会の事業「幼稚園児の慰問」ですが、2 月 28 日(火)ＡＭ 11：00～11：30 河西あつ子君の宏徳会、3 月 1 日（木）ＡＭ10：30～11：00 後藤亨君の六寿苑に決まっています。  幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    八谷潤一幹事八谷潤一幹事八谷潤一幹事八谷潤一幹事    1. 本日 24 日から 28 日まで、地区識字率向上委員長の鈴木吉男君がタイのチェンマイにて行われる日泰愛知奨学生基金引渡し式に参加致します。 2. 新世代委員会の幼稚園児の慰問事業が 2/28 と3/1 に開催されます。場所と開催時間は、ウィークリーの最後のページに掲載してあります。メークアップの対象となりますのでご参加下さい。 3. 『ロータリーの友』3 月号を本日配布致しました。 4. 来週の例会の次の日、3/3 は西尾張分区大会となり出張例会です。例会変更となる 3/30 は休会です。手帳に書き込みお願いいたします。 以上ありがとうございました。     ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2866286628662866 回分回分回分回分    小畑英雄小畑英雄小畑英雄小畑英雄ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員委員委員委員    寺田晏章会長、鈴木吉男副会長、八谷潤一幹事 新世代委員会の慰問事業にご参加下さい。あと 2回行います。心がやすらぎます。 加藤秀人君 本日卓話を担当します。よろしくお願い致します。 余郷利彦君、伊藤祥文君 おみと祭事無事終わりました。ＮＰＯ法人理事長鈴木吉男君、観光協会会長伊藤哲朗君ごくろうさまでした。 鶴見治貞君 会社が新聞に紹介されました。 
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服部昭三君 事務局にお世話になりました。 野々山勝也君 いつもお花をいただき、ありがとうございます。 坂井裕君 なんとなく。 後藤亨君 出席率不良ですいません。 稲川明俊君、片岡鉄君、山田勝弘君、滝川林一君、松崎安孝君、相羽あつ子君、小畑英雄君 ウィークリーに写真が載りました。 稲川明俊君、安江正博君、八木秀雄君、田中正明君 その他。     卓卓卓卓    話話話話    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：加藤秀人君加藤秀人君加藤秀人君加藤秀人君    演演演演        題題題題：「：「：「：「自転車生活自転車生活自転車生活自転車生活のすすめのすすめのすすめのすすめ」」」」    「自転車生活のすすめ」という演題でお話をさせていただきます。先ずコスチュームを代えさせていただきますので、3分間ほど忌野清志郎さんの「自転車ショー歌」を聞いてください。 お待たせいたしました……。私が自転車に乗り始めたのには理由がございます。約 15年前に医療関係者から、あなたは生活習慣病の高血圧症で、本格的治療を始めなければならなくなる前に生活を改善しなさいと言われました。当時の血圧は上が 170、下が 135位で大変よろしくない状態でした。それでおいしいものもお酒も楽しめなくなるのが嫌だった私は、先ずは当時吸っていたタバコをやめて、サンガーデンスポーツジムへ通い始めました。そこにはいろんなタイプの人々がおられまして、友達も多くできました。中でも競技志向なトレーニングをされている方々から自転車を薦められ、気がついたら数日後には高価なマウンテンバイクを買ってしまっていたというところです。 今日、持ってきた自転車の中でこの赤色がマウンテンバイクです。マウンテンバイクには野山を走るクロスカントリー系と、下り専門のダウンヒル系があり、これは前者です。アルミ製で軽く、フロントも最新技術の片持ちフォーク仕様です。お値段は 20 万円台で購入が可能です。 さて、スポーツジムへ通い自転車生活を始めてから 3 か月ほどが経ち、血圧も正常値へと近づいてまいりまして、友人の勧めでチョット競技へ参加してみようと思い、毎年 7 月の最終週で「津島天王まつり」の同日に、鈴鹿サーキットで開催される「シマノ鈴鹿ロードレース」マウンテンバイクの部門へエントリーしました。 しかしながら結果は、出走者 270 名中 265位と散々な結果に終わりました。 自分の不甲斐なさに悔しくてしょうがない私は1年間猛練習を積み、翌年 90位、そのまた 1年後にはナント(！)30位と実力を上げていきました。 

そうなると……もう止まらない！ 完全に調子に乗ってしまった私は、ついにトライアスロンの世界に足を踏み入れていくのです。 こちらの青い自転車がトライアスロン用のバイクです。隣のロードバイクと違うのは、ドロップハンドルの前にＤＨバーと呼ばれる専用ハンドルが付いているところです。 実際に乗ってみましょう。このように肘をついて体を伏せながら乗車します。 ではどなたかに乗って頂きましょう。やはりここは寺田会長お願いいたします。（少し苦しい様子でバイクにまたがって頂きましたが、問題なくスムーズなペダリングでした） 続いて、もうお一人は直前会長の住田さんにお願い致しましょう。実は本日の例会が始まる前に、住田直前会長の背丈にサドル位置を調整しておきました。（住田直前会長には少しバイクが小さかったようでした。自転車からの降り方も……恐るべしでした……） ところで皆さんは「世界三大スポーツの祭典」とは何かご存じでしょうか？ ①オリンピック ②ワールドカップ ③ツール・ド・フランスなんです。 ヨーロッパでは自転車競技の人気が大変高く歴史も古いです。ツール・ド・フランスが開催される期間は会社も休業したりするらしいです。ヨーロッパ人の生活に自転車は深く根付いているようです。 さて、この青いトライアスロン用自転車に乗って日本全国各種大会をサンガーデンのユニフォームを着て渡り歩いた私ですが、未だにサンガーデンの社長オーナーからは一銭の援助金も受け取ったことがありません。（あんなにサンガーデンを宣伝しているのに……）皆さんもし社長オーナーにお会いすることがありましたら、チョットくらい活動資金を出してあげるように言ってあげて下さい。よろしくお願いいたします。  この横にあるもう一台の自転車は、カーボン製のロードバイクです。現在、競技用バイクの素材の主流はカーボンファイバーです。その昔はクロモリと呼ばれたスチール製でしたが、後にアルミニウム製に移行し、今では
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このような高価な素材が使われるようになりました。非常に軽く、総重量は 9キロ以下です。カーボンは振動を吸収する素材で、それによって体が疲れないので自転車にとって理想的な素材といえます。野々山さんチョットこの自転車を持ち上げてみて下さい。どうですか？ 軽いでしょ！ おそらく野々山さんの財布より軽いですよ。実はこの自転車は日本に 200 台しか輸入されておりません。去年のツール・ド・フランスで優勝したチームのレプリカで、価格は 75 万円です。今年はこのカーボンバイクでトライアスロン大会に参戦して参ります。（価格の事は家族に内緒ですので、どうかよろしくお願いいたします） さて、競技指向な自転車で健康を維持していくのも結構なのですが、シニア世代の皆様にお奨めしたいのがこちらの電動アシスト自転車です。登場して 10年たった電動アシストも、最近ではこのような形の物も登場しております。性能としては時速 30 キロまでのスピードをモーターが助けてくれます。ですからタラタラとペダルをこいでも時速 30キロは楽に出るということです。山道の登りが特に楽で、私はこの自転車で多度峡を途中まで上ったことがありますが、非常に快適でした。おそらくこの自転車なら誰もが登りで競輪の中野浩一に勝てるはずです。1回の充電で 40kmの走行が可能です。お値段も 10万円程度ですから原付より安くてお手軽です。実際に今では原付より売れているらしいです。 では、篠田知生先生に乗って頂きましょう。（先生、無茶振りして申し訳ございませんでした。あの距離を乗っても、電動アシストの利点は体感できません） 色々と紹介してきましたが、最後に紹介するのは、こちらのさえない佇まいの小ぶりな(赤い)自転車です。これは、自転車をこよなく愛する私に神様がくれた贈り物。お年玉年賀ハガキで家族が当てました。このように折りたためてコンパクトになり車のトランクにも楽々収納でき旅先で使えます。 皆さんにもそれぞれの生活にマッチした自転車があるはずですから、自分に合った自転車を見つけて健康な自転車生活を始めて下さい。ご清聴ありがとうございました。  

新世代委員会事業新世代委員会事業新世代委員会事業新世代委員会事業（（（（2222 月月月月 28282828 日日日日））））    2 月 28 日、新世代委員会の「幼稚園児の慰問」事業第 2弾が、宏徳会安藤病院で実施されました。今回は横井知代委員長の天王幼稚園児 96 名と、会員 13名が参加しました。                                              
    

寺田会長    河西病院長    

 

合唱とおどりで元気と笑顔が広がりました！ 

横井新世代委員長
 

 新世代委員会活動の青少年育成事業の一環といたしまして、新世代を担う子ども達が、老人保健施設へ慰問にお邪魔して、子ども達の純粋な姿に接していただき、入所者の皆様とふれあい、自分たちの訪問発表によって皆様に喜んでいただけたということが、子ども達青少年の健全な育成に繋がるのではないでしょうか？ 子ども達はキラキラ輝く瞳で一生懸命発表いたしますので、皆様に幸せな気持ちになっていただけたらと思います。 
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次次次次々々々々回例会回例会回例会回例会    第第第第 2870 回回回回    ’’’’    12 年年年年 3 月月月月 9 日日日日（（（（金金金金））））    ≪≪≪≪識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間≫≫≫≫    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：地区識字率向上委員長地区識字率向上委員長地区識字率向上委員長地区識字率向上委員長    鈴木吉男鈴木吉男鈴木吉男鈴木吉男君君君君    演演演演        題題題題：「：「：「：「識字率識字率識字率識字率向上月間向上月間向上月間向上月間にににに向向向向けてけてけてけて」」」」    

次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2869 回回回回    ’’’’    12 年年年年 3 月月月月 3 日日日日（（（（土土土土））））    西尾張分区大会西尾張分区大会西尾張分区大会西尾張分区大会（（（（ＩＭ）ＩＭ）ＩＭ）ＩＭ）    場所場所場所場所    名鉄名鉄名鉄名鉄ニューグランドホテルニューグランドホテルニューグランドホテルニューグランドホテル７７７７ＦＦＦＦ    時間時間時間時間    受受受受    付付付付 15151515：：：：30303030～～～～    第一部第一部第一部第一部    式式式式    典典典典 16161616：：：：00000000～～～～    第二部第二部第二部第二部    懇親会懇親会懇親会懇親会 18181818：：：：00000000～～～～    ※※※※3333 月月月月 30303030 日日日日((((金金金金))))のののの振替例会振替例会振替例会振替例会ですですですです。。。。    

                         

             そのそのそのその他他他他 

 

 

 

 

 

 

 

 国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー・・・・ニュースニュースニュースニュース（（（（2222 月月月月 17171717 日日日日））））    
 人権擁護人権擁護人権擁護人権擁護にににに身身身身をををを捧捧捧捧げるげるげるげる    ロータリーロータリーロータリーロータリー平和平和平和平和フェローフェローフェローフェロー 
  英国政府の法廷弁護士だったフランチェスカ・デル・メーゼさん。国際的な仕事に就くという夢を抱いてロータリー平和フェローに申請した彼女は、ワットフォード・ロータリー・クラブ（英国）の推薦を受けて、2002-04 年度にクイーンズランド大学（オーストラリア）に留学しました。留学中、専門分野の実地体験としてシエラレオネ特別法廷でインターンシップを行い、後にハーグにある旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で戦犯の起訴に携わりました。またハーグでは、ヨルダンの判事を対象とした国際刑事法の研修に当たりました。  2007 年、デル・メーゼさんはウガンダを訪問し、国内紛争による人権侵害の問題に取り組んでいる非営利団体のアドバイザーとなりました。ウガンダでは、誘拐され、少年兵となった経験を持つ子供たちが約 3万人います。デル・メーゼさんはこうした子供たち数十人にインタビューを行いました。「夜中に突然やってきた兵士たちに、目の前で家族を殺害され、暴行され、無理やり少年兵として戦場に送られた子供たちが大勢いる」とデル・メーゼさん。紛争が終わって故郷に戻っても、教育を受けていない元少年兵らは、ごみ集めや穴ほりなど、低賃金の労働にしか就くことができません。「教育がなければ、就職の望みはありません。インタビューをした元少年兵の多くは、教師、

仕立て屋、大工職などに強いあこがれを抱いていました」 昨年には、ジュネーブにある国連調査委員会の法律顧問として、シリアでの非人道的行為の調査に当たりました。現在はロンドンに暮らす彼女ですが、拷問のケースファイルを見たときのショックなど、心の痛みを今も拭い去ることができないそうです。「今はこの平穏な日常をかみしめたい」と話す彼女は、フリータイムに自宅近くの閑静で愛犬との散歩を楽しんでいます。   デル・メーズさんは、世界各地の有名大学に設置されたロータリー平和センターで平和と紛争解決について学んだ 600人以上の平和フェローの一人です。     「「「「石蕗石蕗石蕗石蕗のののの花花花花」」」」    ツワブキは日陰でもよく育ち、園芸植物として、日本庭園の石組みや木の根元などに好まれます。斑入りの葉を持つものもあり、生薬名たくごという民間薬として、茎と葉を打撲や火傷に用います。フキと同じように茎を食用とすることもあります。 
“静かなる月日の庭や石蕗の花” 高浜虚子 花言葉は「謙譲」「困難に傷つけられない」        画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三                   

日本赤十字社関係の方も見学に来られました。 

稲垣宏高幹事エレクトのストレッチ体操。次年度の準備に Go! 
 


