会長
幹事

山本
吉田

国際ロータリー会長
第２７９０地区ガバナー
第３分区Ａガバナー補佐

成人
朋令

2012.10.15

田中
得居
平山

作次
仁
勝己

本日は、大曲ロータリークラブの 佐々木氏の卓
話があります。卓話内容は「今、自然にカエルと
き！」～チェルノブイリ＆Fukushima に学ぶ

本日のお客様

の

テーマでお話しされるそうです。

ＮＰＯ法人日本ベラルーシ友好協会事務局長
大曲ＲＣ 佐々木
佐々木様のお連れ様

正光 様

布田 久人 様

交換留学生

Evan・C・Hudson 君

エバン君ホームスティ宅

坂本

志乃扶 様

佐藤会員のお客様

大河原 由梨 様

原子力関係といえば、一年半前の東日本大震災で
す。当社の震災当時を思い起こすと、震災月の３
月１日に新規事業として建設業の許可を取り屋上
緑化等の緑のビジネスを立ち上げました。立ち上
げ後、１０日後の１１日に地震が発生して、受注
久しぶりに２４F シリウスでの例会です。お客様も大

予定の仕事が一斉に無くなりました。以後、来る

勢です。

仕事の依頼は、震災後の対応、電力関係の仕事が
１００％でした。一年半たって、やっと、本来の
事業である緑化の仕事が舞い込んできている状況
です。先月は隣の幕張アパホテルの年間植栽管理
契約を受注できました。
なんとか当社は、地震発生前の状況に戻ってきて

ハンバーガーをナイフ＆フォークで食す？
でも正しい食べ方は写真右でしょう

会
山本

長

挨

拶

成人 会長

みなさん今晩は！
本日はお客様が大勢お越しいただき華やかな例
会になりそうです。

います。
しかしながら、東日本大震災の発生から一年半が
経ちますが、放射能物資の除染や
避難民の帰還など、多くの課題が残されています。
そのような状況を踏まえると、本日の卓話は非常
にタイムリーだと思います。
我々は今後何をすべきか等いろいろな事を考え
ながら、卓話を聞かせて頂きたいと思います。
以上です。

平成２４年１１月１６日（金）

９ 月 の お 祝 い

時間：スタート９：０３
場所：浜野ゴルフクラブ

誕 生 日 祝 い



地区大会 10/21（日）森のホール２１



千葉幕張ＲＣ２５周年記念例会の案内



２２日は休会。次回２９日は炉辺会議
18：30～ 東船橋

「かんたろう」

委

告

員

会

報

☆クラブ研修委員会

曽我

加藤委員長

浩 ＰＰ

結婚記念日祝い
１０月２９日の炉辺会議は１８：３０『かんたろ
う』です。内容は「定款と細則」です。会費は 6,000
円、個人負担 2,000 円です。当日は当クラブの名誉
会員でもある熊谷俊人千葉市長も見える予定です。

☆国際交流委員会

髙山委員長

茂手木 直忠 ＰＰ

幹
吉田

事

報

告

朋令 幹事

皆さんのお手元に来年の３月に行われます台湾
高雄五福 RC２０周年の式典日程表が配られてい
ると思われますが、９月に行ってきましたら皆さ
ん大勢の参加をお待ちしていますとの事でした。
２０日に出発し、２１日に国賓ホテルで式典、２
１日からは社会奉仕活動と言う事で１泊２日で出
かけるそうです。したがって３日とは言わず４日
以上の参加をお願いいたします。



第３分区Ａ合同ゴルフ会開催のご案内

お

客

様

交換留学生

挨

拶

EVAN・C・HUDSON 君

エジプト・ギリシャ・ローマで世界の滅びた歴史
を考えました。
中央大学法学部で沼正也先生に逢い、その思想の
根源である「独立・自由・平等・博愛」の考え方
の実践をやり抜こうと決めました。
・日本ミニ独立
国 秋田カエル村へ
2. 秋田から世界へ
パグウオッシュ会議（1957 年 7 月 7 日）と「成
長の限界」
（ローマクラブ 1972 年 5 月）に興味を
持ち、世界連邦建設運動に参加し、湯川秀樹博士
の車椅子を押し、スミ夫人が世界連邦建設同盟名

こんばんは。私の名前は EVAN・C・HUDSON で

誉会長の時に青年部長を担当した。大学時代は「は

す。毎日の生活は少し難しい(大変？)です。朝は６

だしのゲン」・「ヒロシマ・ナガサキの記録」映写

時に起きて朝食をとります。そして駅に大樹くん

会を全国の大学・公民館で行った。1975 年 LOS

と歩いてゆきます。稲毛駅からバスに乗り、学校

から NY の国連本部（軍縮組当：明石康事務次長

へ行きます。１時間かかります。授業を受けた後、

に面会）までグレイハウンドのパスをチャーター

書道で習字を２時間習います。その後部員と一緒

して大陸横断キャラバンをしながら各地の大学を

にバスに乗って稲毛駅まで行きます。稲毛から千

訪問し原爆についての意見交換をした。

葉まで電車に乗り、乗り換えて都賀までゆきます。

「今、自然にカエルとき！」を提唱した。法律の

そして一人で歩いて家に帰ります。そしてシャワ

実技で添加物・保存料・化粧品裁判を体験して“食”

ーに入ります。シャワーの後家族と楽しく話をし

へのこだわりを持った。

ながら夕飯を食べます。自由時間の後休みます。

3. 秋田へカエル。

少し疲れますが、本当に楽しいです。
ありがとうございました。

地方からの立て直しを「手法」として、53 年の
季秋から 63 年までの 10 年間は地元での活動を重
点的に展開した。日本ミニ独立国運動への参加ソ

ゲ

ス

ト

卓

話

ＮＰＯ法人日本ベラルーシ友好協会事務局長
大曲ＲＣ 佐々木 正光 様

マリアへ秋田の米を贈る「愛の一粒運動」を提唱・
実践リサイクル事業を手掛けた。平成元年 7 月 M
＆M を創立し「人に良いと書いて“食”」への取り
組みを始めた。平成 10 年アメリカヘ進出「クロワ
ッサンの店」全店での販売。
4. チェルノブイリヘの取り組み
30％の電気を得るために「危険な装置」を発電で
使うことへの疑念が有り 1991 年のソ連崩壊頃より
積極的に関与し「愛の一粒運軌の仲間とチェルノ
ブイリリリーフキャンペーンを開始、秋田ベラル
ーシ友好協会そして NPO 法人化して日本ベラル
ーシ友好協会となった。以後、約 50 回の訪問

テーマ：「今、自然にカエルとき！」～チェルノ
ブイリ＆Fukushima に学ぶ
1. はじめに

5. 東日本大岸災と FUKUSHIMA
日本は広島・長崎・第 5 福竜丸そして
FUKUSHIMA を世界に知らしめ、永遠の課題を背

1950 年 5 月 28 日に誕生しました。

負った。次世代に引き継げるのかが問題ではなか

18 歳で上京し 20 歳記念で
“世界 1 周の旅”
をし、

ろうか？

6. FUKUSHIMA でのスクリーニング実施へ
ガイガーカウンターの次は甲状腺ホルモン正常

に こ に こ B O X
X

か否かの判定の為のスクリーニングの実施。T3、
T4、TSH の採血検査と問診、約 5,250 円/人で出来
ます。サポーターと「フェニックス基金」
。日本救

飯田 会員 ・・・・・・・

国委員会の組織化とスピーディーな被災者救援が

小川 会員 千葉ジャズフェスティバルもり上が

急務

りましょう。

7. ベラルーシ国立医科大学の招聘・転地療養事業
の提案。

武田孝会員

・・・・・・・

吉田(朋)幹事 1994 年 10 月 1 日に転職。今日から

25 人の児童・生徒を MINSX に招聘し被曝の調査、

19 年目で健康第一で職業奉仕を実践

診断、治療の必要の有無について協力したい。滞
在費はベラルーシ持ち。旅費を負担する。

します。
山本 会長 3 か月終わりました。

8. ロータリアンとしての取り組み

引き続き宜しくお願いします。

「みんなの為になるかどうか？！」
、後世に何を

池田 会員 名誉会員の熊谷俊人さんの話しを聞

残すか？！考えましょう。サポーターとして、フ
ェニックス義金への協力として。

以上。

きに 11 月 8 日出席お願いします。
初山 会員 この度は大臣表彰誠におめでとうご

連絡先：〒010－0921

ざいます。益々のご活躍おいのり致

秋田県秋田市大町 3－2－44～2F

します。

株式会社 エムアンドエム

宍倉 会員 誕生日祝ありがとうございます。今

電話：018－862－9287

月で６２才になりました。徐々に頭

FAX：018－862－9287

脳の老化が進んでいるようです。

携帯：090－3128－5004

武田康会員

週末に北海道に学会に入ってました。

E-MAIL：sasaki@mandm-akita.com

台風が来るので１日切りあげて帰っ

http;//www.kaeruppo.com

てきました。

ゲスト卓話者の大曲ＲＣ 佐々木 正光 様と

茂手木会員

のバナー交換

１０月７日に茂手木先生が千葉テレ
ビカラオケに出演されます。応援し
てください。

髙山 会員 結婚記念日のお祝いありがとうござ
いました。
鳴海 会員 ＳＡＡ３か月無事終わりました。
引き続き頑張ります。
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