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出席報告　出席委員会　　小野安正君　(出席規定の適用免除会員数 1 名）
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L　会長挨拶　澤田吉夫会長

皆さんすでにご存知だと思いますが、先週18日にオ
ランダアムステルダム発マレーシア、クアラルンプー
ル行きのマレーシア航空ボーイング777型機がウクラ
イナ上空で墜落し、乗員、乗客合わせて、298人の犠牲
者が出ました。　
それも事故ではなく、紛争の巻き添えになり、どち
らかの標的になったらしく、本当にお気の毒な限りで
す。　前回の行方不明機にしろ、今回の墜落にしろ、マ
レーシア航空は災難続きです。
早く安心して、飛行機に乗れる時期が来ればと思い
ます。昨日、関東地方も梅雨が明けました。　
いよいよ夏本番です。暑い夏といえば、冷えたビー
ルで一杯は、何よりです。　そのビールのつまみに、枝
豆はつき物です。
今日は枝豆について少しお話をしたいと思います。
私も枝豆は大好物ですので、5～6年前から自分でも、
少し栽培しております。

第 2 6 4 3 回　澤田年度　第 4 回　会報　2 0 1 4 - 7 - 2 3 　司会　鈴木隆子君

日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 7月 32 日 )2(93 )1(13 人 )1(7 人 %6.48 *

回前 7月 61 日 )2(93 )2(92 人 )0(01 人 %4.47 01 人 %001

7月19日の業界新聞に枝豆の効能と言うことで載っ
ておりました。女子栄養大学の香川靖雄副学長らの研
究で、認知症の予防に葉酸が役立つことがわかった、
とありました。ビタミンB群の一種である葉酸が認知
症を引き起こす成分を減らすとありました。
枝豆は、その葉酸をたっぷりと含み、厚生労働省が
2015年度から使う日本人の食事摂取基準によると、葉
酸の摂取推奨量は成人で、1日当り240マイクログラム
だが、枝豆には100グラム当り260マイクログラムも
含まれる。
もう一つ注目したい有効成分が、脂質の一種、レシ
チンで、脳細胞を活性化させ、記憶力を高める。又リ
ノール酸の効能で、動脈硬化や、高血圧を予防する効
果が大きいとあります。食物繊維は野菜類では最高ク
ラスあり、まさに言う事無しの食材です。アルコール
の分解を早め、飲みすぎ、二日酔いにも効果ありとい
われております。　　
枝豆をビールのお友にしておくだけではもったいな
い、しかも葉酸は年をとると吸収されにくくなり、
もっともっと食べていいのだそうです。　　
近頃は、扱いやすく、枝の無い豆を、枝豆として販
売しているようです。アメリカでは、健康食としての、
枝豆が注目されております。てんぷらや、寿司などと
同じく和食の素材としての人気があります。
どうぞ皆さんも、この暑さをビールを飲み枝豆を食
べて、乗り切ってください。
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L　幹事報告　瀬尾紀夫幹事

1.　ガバナー事務所米山記念奨学会より上期普通寄付
のお願いと"ハイライトよねやま"ができあがり
ましたとの案内がありました。鈴木久男米山記念
奨学会委員長にお渡ししました。

2.　那須塩原ハーフマラソン実行委員会会長大宮司敏
夫様から第9回那須塩原ハーフマラソンの案内が
届いております。

3.　ガバナー事務所から2013-14年度社会奉仕活動の
実施報告書提出の依頼が来ております。平山年度
荒井昌一社会奉仕委員長にお渡ししました。

4.　2014-15年度社会奉仕活動の確定した計画書提出
の依頼来ております。

5.　「公益社団法人被害者支援センターとちぎ」から賛
助会員のお願いが届いております。

6.　那須地区青年育成推進連絡協議会会長津久井富雄
様から、第37回少年の主張発表那須地区大会の案
内が届いております。

　　平成26年9月11日（木）12時15分～18時30分
那須塩原市黒磯文化会館

　　（※2.4.5.6については、時庭社会奉仕委員長にお
渡ししました。）

7.　西那須野ロータリークラブから週報が届いており
ます。回覧します。

8.　当クラブ会員名簿を回覧します。訂正のある方は、
訂正箇所に線を引き、書き直して下さい。訂正の
ない方は、お名前左側にOKとサインをして下さい。
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L　委員会報告　村山茂副会長

○　礒勝彦会員増強委員長

異議申し立てが無く、入会勧誘の段階に入っていま
した(株)カクヤス商販、代表取締役　安藤譲治様の入
会の案内に行って来ました。次週、御客様としてい
らっしゃいますが、正式な入会はその次の例会になる
と思います。

○　礒勝彦ゴルフ愛好会会長代理

9月 19日地区大会記念ゴルフ大会が「ホーライCC」
で行われます。次週参加申し込みの回覧を廻します。
今年度の秋間愛好会会長に代わりまして案内いたしま
した。
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L  卓話　

○　佐藤博職業奉仕委員長

職業奉仕委員会　澤田年度メンバーですが、副委員
長に各界の要職と経験の持ち主であります黒澤洋一さ
ん、委員に国際経験豊かな小野安正さん、地域金融界

のサラブレットであります津久井誠二さんと私の4人
であります。
当クラブ職業奉仕委員会の基本的な計画は、前年度
の実績を受け継いでいるところです。新入会員には
「四つのテスト」、会員には会員手帳の配布　職場訪問
並びに外来卓話等ですが、　今後、会長方針に沿って勉
強を重ね、他委員会からのお知恵も拝借しながら進め
ていきたいと考えております。
過日行われました地区研修・協議会の分科会におい
て職業奉仕委員会のカウンセラーで、森　玄房パスト
ガバナー(宇都宮西)のお話しの中で「心は見えないが、
心遣いは見える」とのこと"職業奉仕の原点"かなと、
特に印象に残りました。
本年度は幸いに、時庭稔さんが前年度に引き続き職
業奉仕委員会の地区委員に就任されました。
当委員会運営に最大限のご指導を頂きますことをご
期待申し上げますと共に、会員皆様方のご理解、ご協
力をお願い申し上げます。

○　時庭稔社会奉仕委員長

社会奉仕の基本理念に基づいて地域社会への奉仕活
動と環境保全に取り組んで参ります。
1.　第34回ふれあい広場への参加

日時：平成26年 8月 24日（日）9時～15時
場所：那珂川河畔公園自由広場
内容：鮎の塩焼き、焼きおにぎり、ビールの販売

予定
備考：黒磯ロータリークラブのテント位置は前回

と同じ場所です。
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皆様、振るってご参加くださいますようよろしくお
願いいたします。
2.　那須野巻狩り祭りへの参加

日時：平成26年 10月 26日（日）
場所：那珂川河畔公園
備考：実施予定です。

3.　那須高原ハーフマラソンへの参加
日時：平成26年 11月 3日（日）8：30～
場所：くろいそ運動場周辺道路
備考：実施予定です。

4.　那珂川水質調査の実施
日時：平成27年 5月下旬
備考：実施予定です。皆様、振るってご参加くだ
さいますようよろしくお願いいたします。

5.　足尾植樹の実施
日時：平成27年 4月下旬
備考：青少年奉仕委員長の秋葉さんと合同で実施
したいと思っています。皆様振るってご参加
くださいますようよろしくお願いいたします。

6.　各種ボランティア団への活動資金援助
内容：那須山岳救助隊、保護司会、あったかハー

ト号、ボーイスカウト、ガールズスカウト
等に活動資金援助を行う。その他、会長の
方針にもあったように必要に応じて広い範
囲に支援していく。

澤田年度1年間よろしくお願いいたします。

○　鈴木久雄ロータリー米山記念奨学会委員長

米山記念奨学会委員会委員長の鈴木、副委員長に斉
藤武久、委員に鳥居輝一の3人です。
4月20日地区協議会にてクラブ米山記念奨学会の役
割として。
1．奨学事業の理解促進

奨学事業の理解をしていただく為に、10月の米
山月間中の例会時に米山記念奨学会のDVDシリー
ズを見ていただく事と、ロータリー米山記念奨学
事業、豆辞典、の配布をしたいと思います。

2.　寄付増進
寄付目標１人18,000円。 普通寄付5,000円、特
別寄付13,000円の達成に努めて下さい。

3.　奨学生、学友との交流促進と広報
奨学生と会員の交流が深められるように努め、
クラブ全体で奨学生を受け入れてください。米山
奨学生 ベトナム国籍 宇都宮大学地球環境デザイ
ン在籍 レアンハイさん、カウンセラー黒澤洋一会
員にお世話していただいております。5月夜間例会
に出席していただきました、米山月間10月 29日
に米山奨学生 レ アンハイさんの卓話が予定され
ております。

○　荒井昌一ロータリー財団委員長

ロータリー財団委員会は、副委員長に大森貞男さん、
委員に月江寛智さんと委員長の私荒井で構成されてい
ます。本年度の事業計画は：
1.　本年度の会長方針の中に、寄付目標の達成が上げ
られておりますので、会員の皆様方のご協力を得
て地区の目標額、会員一人あたり150ドルの寄付
を戴けるよう努力致します。

2.　恒久基金(ベネファクター)を一名以上増員致しま
す。ベネファクターは米価1,000ドル以上を基金
に無条件寄付した人を財団のベネファクターと言
います。

3.　クラブで行う奉仕活動に対し、補助事業の活用等
を通して支援をして行くつもりです。

4.　社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青少年奉仕委
員会と連携して、新地区補助事業の企画等を行っ
て行きます。

☺  ニコニコボックス　鳥居輝一君

澤田　吉夫君　1週間の早いのにはびっくりです。
秋間　　忍君　ご無沙汰しました。
村山　　茂君　暑中お見舞い申し上げます。
前年度新世代委員会髙木慶一委員長　ニコル関西旅行

会会費残金。



近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／割烹いとう　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／(有)勝田屋記念館　0287-23-4165

会報委員会：髙木慶一・吉光寺政雄・齋藤武久・田中徹・植竹一裕

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105
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次回例会　　　平成 2 6 年 7 月 3 0 日　　　担当クラブ奉仕委員会

●　 7月 23日欠席(敬称略)
大島三千三・遠藤清和・深町彰・吉光寺政雄
檜山達郎・石山桂子・室井次男

 ○　７月16日分メークアップ(敬称略)

大森貞男・吉光寺政雄・鳥居輝一・荒牧明二
時庭稔・遠藤清和・深町彰・豊田哲司・秋間忍
相馬征志
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L　三分間スピーチ　

○　津久井誠二君

向こう一年のチャレンジ

みなさん、こんにちは。今年度の命題スピーチは年
齢順とのことから、年齢にかかる著名な詞から入ります。

子曰く、
吾十有五にして學に志す。
三十にして立つ。
四十にして惑わず。
五十にして天命を知る。
六十にして耳順う。
七十にして心の欲する所に從へども、矩を踰えず。

これを現代語で表しますと、次のようになります。
孔子が言った。
私は十五歳で学問に志し、
三十歳で思想も見識も確立した。
四十歳で心の迷いもなくなり、
五十歳で天から与えられた使命を自覚した。
六十歳で何も聞いても耳に逆らう事がなくなり、
七十歳になると自分の欲望のままに振舞っても、

その行動が道徳から外れる事はなかった。
時は万人に平等に流れ、私も46歳になりました。孔
子の云うところでは「心惑わずに、天命を知る（知る
べき）」年代ですが、残念ながら分かったのは「自身の

力量」位でしょうか？
せめて、60歳には心に迷いがなくなるよう、孔子さ
まには約20年遅れの目標ですが、「見識を深めること」
を今年の目標とします。
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