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第281回例会昭和63年4月5日（火） 曇
一

るり~{が報告され、又水俣工場技術部でも同設

伽の排水を大学と別の方法で分析して検出し

た物賀はメチル水銀化合物であろうという事

になった。然しそれの動物実験の結果、水俣

病は起らなかったのです。

大学側と工場側とは立場の違いもあり色々

と軋みがありましたが、35年10月、水俣市に

ロータリークラブが出来ることになり、この

結成の過程で前の大学長と新任の工場長との

間に良い関係が生れ、話し合いがスムーズに

なり研究のスピードが上ってきた様です。

所で大学の主張する物質は、水俣工場のア

セトアルデヒド設備、漉内魚介類、そして発

病という点の上に存在することとなったが、

綜合的科学的追跡研究は行われたことなく、
3つの点を結ぶ線は遂に明らかにされないま

ま突然43年9月厚生省は有機水銀を全面的に

支持する立場の見解を発表した。その発表後

会社は自らの見解の表|ﾘ｣は避け、之に従う事

とした。然し乍ら有機水銀犯人説をとると、

次の様な疑問が会社には残った。

イ．水銀が多いと魚は死ぬ、少ないと魚の新

陳代謝で排出される。いかなる量なら魚の体

内に止り魚を死に至らしめないのか。

ロ． アセドアルデヒドは戦前から生産をして

おり、その生産壁は28年（水俣病発生の年）

以降の生産並と変らないのに、何故28年以前

に水俣病は出なかったのか。

ハ． 27年頃より水俣での有機水銀股薬の使用

が始まり、28年に飛雌的に増えた為、市の農

政課では水俣湾に流入する可能性のある地域

での使川をやめる様指導しているのに、之の

追跡は何故行われないのか、使用する水銀量

は圧倒的に股薬の方が多いのに。等です。

然し原因究明に費された力に比べれば、治

擁法の開発は手薄であった。早くから、ビタ
ミンB1の欠之は水俣病と深い関係があると

◇“君が代”

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会貝 55(54)名出席41名

出席率 7593％

前回 3月29H (修止出席率) 100%

◇ビジター紹介2名

◇お誕生日祝福

青山君(3/31)、水野(民)君(3/31)、大谷君

（4/1)､鷲野夫人(4/7)、池田君(4/9)､永井君

（4/10）

◇ニコボックス

江崎民夫君名東区歯科l策師会の専務理噸に

に就任しました。

大谷和雄君選抜大会にバスケット、ハン

ドボール両部が全国優勝いたしました。池li

’二|祝い。

笹野義春君東邦高校ガンバレ！

永井正義君ホームクラブ御艇沙汰致しま

した。東邦高校ガンバレ1 誕生日祝い。

水野民也君結贈記念日当日ユエ。誕生日

祝い。結婚記念|]祝い。

池田 隆君誕生口祝い。結賄記念I_|祝い。
青山敏郎君誕生'三I祝い。

鷲野義明君夫人誕生'二I祝い。

西川豊長君結婚記念|｣祝い。

◇深見幹事報告

1． ロータリーの友4月号がきておりますの

で、お帰りにお持ち下さい。

◇野村会長挨拶

前回は水俣病の原因物質が有機水銀であろ

うという様になって来た経絲をお話しました

が、それがどこで発生するのかが仲々究明さ

れないまま第一号患者発見後6年以上が経過

した37年6月、資料を研究していた大学で、

アセトアルデヒド設備から採取したサンプル

の分析から、塩化メチル水銀が副生されてい

へ
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区バストガバナー奥谷博俊氏および直前ガ

バナー塚田和男氏も活発に発言され、ガバ

ナー田中徹氏がコーディネイタ一として貴

重など意見を頂載しました。

この拡大・会員増強シンポジュームについ

ては、各参加クラブの会長・幹事からも質

問があり、R.I会長代理千宗室氏からも貴

重葱コメントをいただきました。

されていたが、栄養補給などの措置が講ぜら

れて発見当時に比べれば死亡率は著しく低下

してはいるが、決定的治療法は見出せないま

まである。

.……ぐ･…・地区年次大会報告く心．｡………心。

◇深見幹事

1． 国際ロータリークラブ第278地区年次大

会が、 3日間にわたり名古屋観光ホテル、

半田市福祉文化会館において行なわれまし

た。

2． 3月26日(士)会場の名古屋観光ホテルにお

第3部については、第”6地区W･C･S

赤津賢太郎氏がフィリッピンに医療機器を

寄贈され， また中古衣料を大量に送付され

た件につき、貴重な意見をいただきました。

いては、午前10時から地区諮問委員会がR

I会長代理千宗室氏を囲んで行葱われまし

た。午後1時30分より午後5時まで地区R

I会長・幹事会が行葱われ、その後午後5

時30分よりR"I会長代理千宗室氏歓迎の晩

餐会が行なわれました。詳細については、

地区年次大会プログラムおよびパンフレッ

ト等をごらんいただきたいと思います。

会長・幹事会においては、R.I会長代理千

宗室氏をお迎えし、第276地区ガバナー田

中徹氏、ほか第260地区パストガパナー5

名、第276地区ガバナーノミニー高沢隆氏

をお迎えし、R･I会長代理干宗室氏の挨拶

のあと、

第1部大会決議案決議。

第2部拡大・増強シンポジューム。

第3部シンポジューム「世界社会奉仕を

蓄える」と題して熱心かつ活発な

討議が行葱われました。

大会決議については

議案第1号R.I会長代理千宗室氏夫妻に

感謝の件。

議案第2号直前ガバナー塚田和男氏に感

謝の件。

議案第3号R,I会長チャールズCケラー

氏の要請行動を支持する件。

議案第4号ポリオ・プラス計画に協力の

件。

議案第5号ホストクラブ並びに協力団体

に協力の件。

議案第6号1988年国際大会に参加協力す
る件。

議案第7号 1987～'88年度地区大会記念

事業の件。

議案第8号1987～’88年度地区大会開催
地に関する件。

以上すべて決議されました。

3月27日（日）

大会会場半田市福祉文化会館において、

当日午前10時より午後4時までRI会長代

理干宗室氏をお迎えし、鈴木礼治愛知県知

宰、山田耕市半田市長をお迎えして、格調

高<行なわれました。

詳細については、お回ししましたプログ

ラムをご覧ください。

この本年次大会は、ホストクラブである

半田ロータリークラブのほか． ・ホストク

ラブである常滑ロータリークラブ、東海ロ

ータリークラブ、束知多ロータリークラブ、

半田南ロータリークラブが参加され、約半

年にわたる周到唾準備の下に行葱われ、大

成功裡のうちに幕を閉じました。

この本年次大会においてもRNI会長代理

千宗室氏が視野のひろい大所高所からの味

いのあるお話をされ、参加ロータリアンの

皆様は深く感動していた次第です。

この日は、昼食の時間に郷土芸能として、

大獅子・4獅子の舞が上演され、裏千家淡

交会のお手前でお茶が出される唾ど、半田

市の市内工クスカーション等が催されまし

た。

へ

へ

選挙管理委員会報告

第野6地区の'89 ． ，90年度ガバナーノミ

ニーとして、名古屋R. Cの盛田和昭君が

大会決議により推薦されました。

続いて午後からは、地元南知多町内海出

身で高名な哲学者であり、興味深い名著書

を多く出版されている海原猛氏の記念講演

「日本人の宗教」と題して興味深いお話篭

されました。

ちなみに梅原猛氏は、昨年と本年も再度

上演される市川猿之助主演による「ヤマト

タケル」の脚本を書かれ、独自の歴史観と

種々の著書も出版しておられます。

この講演については、本大会に参加され

た本クラブの創立会長であられた水野民也

第2部については、拡大・会員増強資料と

いう詳細な資料が提出され、 これに基ずき、

パストガバナー奥谷博俊氏がパネラーとば

り、詳細にかつ熱心に討議が葱されました。

このシンポジュームについては、第260地
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協議会開催問近

日(口)、江南RC

の通り開催され

お忘れなきよう

O

記

4月24日(日）

10:30

氏よりこのあとでコメントを頂載したいと思

っております。

梅原猛氏の講演の後、休憩し、千宗室氏

よりR・Iの現況報告が行なわれ、世界的規

模で活発に行なわれているロータリー活動

について認識を新らたにしました。

その後、各優秀クラブの表彰および紹介、

記念品贈与が行なわれました。

のホストで地

ます°

、 よろしくお

3月28日偶）

会場を知多カントリークラブに移して、

親睦ゴルフ大会が、盛大に行なわれました。

11:30

唱

リーソング（奉

ことば

あいさつ

席者紹介

一あいさつ

年度の目標にっ

知らせ

12:40

奉.。c･◇cc・クラブ奉仕委員長会議報告coocooco｡｡。。

◇鷲野クラブ奉仕副委員長

田中地区ガバナーの挨拶にて、地域社会で

ロータリークラブについて、まだ充分に理解

されて居るとは言えないし、 ロータリー情報

も時には勉強する必要がある。クラブ奉仕は
クラブ運営の中心となる分野であり各委員会

の円滑な活動を推進すべきであると述べられ

た。

各委員会の話題として下記の事が上った。

職業分類上の問題とし、弁護士、医師等の

個人的な資格を必要とす専門職者と一般人と

の調和が必要であり特に仕事上相互間の競争

が発生する事は避けるべきで地域の全職種の

代表で企業の執行権が会社的に信頼される人

が望ましい。

女性の入会に関する事で来期よりB.Iの規

定で「男子」を削除し、女性の入会は各クラ

ブの意志に委ねられる事になると思われる。

各関係者の賛成者は1/6程度との情報もある。

新入会員の育成、 ロータリー情報等研究会

を結成して居るクラブ等ある。 （名古屋中ク
ラブ）

女性の理解を得るための女性のみの集会、

同伴時の女性の服装、又、ファイヤーサイド

ミーティングを特に各家庭の持廻りとすると

の話題が有った。

昨年の会員の増強状況は、アメリカ32％、

日本10.6%、 インド48%、韓国1.7%、台

湾0.5%の増加で、 254地区の青森では69名

の減少であり東京では9．2％の増であった。

会員数をライオンズクラブと比較すると次
の通りです。 (1987年2月資料）

一 仕の理想）

へ

いて

14:50

8会場
15:00

休憩

15:40

I
－講評

一ノミニー識評

ストクラブ発表

ストクラブ代表あいさつ

リーソング

（手に手つないで）

ことば
：
Ｉ
Ｉ
Ｌ
脚
１
１
１
伽
津
艸
洲
い
い
Ⅷ
舳
舳
伽
州
ｒ
州
脇

次

閉会のこ

点鐘
へ

本会議場：江南市市民会館大ホール

分科会場；江南市市民会館

江南市保健センター

義務者

期クラ

期クラ

期クラ ブ会長 新美 敢君

次期クラブ幹事 卯I江宏輝君

次期クラブ奉仕委員長 佐野 寛君

次期会員増強副委員長 大谷和雄君

次期職業奉仕委員 久保田皓君

次期社会奉仕委員長 秋山茂則雷

次期国際奉仕委員長 尾関武弘君

次期青少年奉仕委員長 木全｜沼二君

次期ロータリー財・団委員長

浅井誠寿君

次期米山記念奨学委員長三輪 康君

；
世 界 日 本

会貝名クラブ散会員散クラブ数

ロータリー10003129722,田9 101,4鋤 1，758

ライオンズ10.348.02038,410 152,178 2，踵0

世 界

会員名|ｸﾗﾌ数

ロータリークラブの税務調査が近々行われ

る事になりましたので経理は明確にして下さ

いとの注意があった。

昭和63年2月13口
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2． 2月11日ロータリー情報に関するインス

トラクションで行われた事項の内、 ロータリ

ーの基礎的事項に関する設問を配布、各人の

解答を求め、ガバナーより正解並びに簡単な

説明があった。

3． 各クラブに於いて行われている親睦活動

委員会、プログラム委員会につき質疑応答が
あった。活動状況発表により、各クラブの発

言は次第に活発になってきた。

4~ アドバイザー各位より批評並びに体験発

表があり、ガバナーの総評により活況裡に終
了した。

5 1988-89年度の委員は未発表の為、次期

ホストクラブ等については言及されなかった。

近くInternat,ionalAssemblyにご出発の
高沢隆ガバナーノミニーのご健勝を祈りつつ

閉会した。 （文中敬称略）

分区別会員数及び出席率
昭和63年1月度

◇RIニュースより

ロータリーの創立記念日を活用してクラブの

発展を鼓舞

83年前、米国イリノイ州シカゴのユニティ

・ビルの711号室で、ロータリーが誕生しま

した。 2月23日の冬の夜、わずか4人でスタ

ートしたロータリーは、現在、会員数100万

を超す世界的団体に発展しました。この著しい

会員数の伸ひめﾇ､ロータリーの活力源でした。

しかし､発展は必ずしも容易ではありません。

あなたのクラブはどのようにしていますか？

会員数の増減表を作成していますか？ ク

ラブ協議会で会員増強を強調していますか？

大変成功した「5名で1名の新会員計画」を
利用していますか？ アディショナル正会員

の数を増やしていますか？充填未充填職業

分類表を最新のものにしていますか？空席

の職業分類を発表していますか？

この創立月間中、 クラブ会員ひとりひとり
に、新会員を推薦するよう奨励して下さい。

理想的規模に達したと言えるクラブなんてあ

りません。どのクラブも、新しいアイディア、
新しい指導力、新鮮な熱意を狸得しなければ

なりません。ですから、新刊の会員増強・退

会防止の手引き(417-JA)からヒントを得て

下さい。また、会員増強に関するクラブ・フ

ォーラムを組織して下さい。忘れないで下さ

い： 6月末までに3パーセント以上の会員純

増を達成できれば、 1987－88年度会長賞穫

得の役に立つことができます。
◇ガバナース・レターより

クラブ奉仕委員長会議報告
RL第276地区クラブ奉仕委員長

吉田市郎

日時1988年2月13n('ｺj l4:00～16:00

場所豊橋グランドホテル8F蓬莱の間
ホスト 豊橋北ロータリークラブ

出席者第276地区クラブ奉仕委員長61名

特別出席者

B.L第276 地区ガバナー 田中 徹
〃 〃 ガパナーノミニ－高沢 隆

〃 〃 アドバイザーRG. 森 泰樹

〃 〃 〃 RG. 加藤直一郎

〃 〃 地区ｸﾗﾌ奉仕委員長吉田市郎

〃 〃 〃 副委員長中村繁男
〃 〃 〃 委員加藤政良

〃 〃 地区副幹事 内田栄一

〃 〃 次期ｸﾗﾌ奉仕委員候補山内彊

1． 田中ガバナーより、第一回会合に於いて

質疑出来なかった事項（ロータリー情報につ
いて）その重用性につき説明があり、偶々2

月11日に行われたロータリー情報特別識習会

に出席した中村繁男クラブ奉仕委員長より詳
細解説があった。

へ

名 古 屋

名古屋南

名古屋港

名古屋瑞穂

名古屋中

名古屋西

名古屋大須

名古屋東南
小 計

96.30

100.00

1".00

100.00

99,81

98．85

99.67

100.00

99．33

”
配
哩
ね
記
銘
布
妬

２

１

１

１

１

名
古
犀
第
一
分
区

1,000

名古屋千種

名古屋東

名古屋北

名古屋名北

名古屋名東
名古屋守山

名古屋和合

舘諦詑諦針詠｝

弱.79

99．06

99．30

1㈹､00

100.00

97.54

100.00

55

110

99

61

67

86

97

一小

名
古
屋
第
二
分
区

~~計 98．81 575

◇お知らせ

加藤正義君 昭和62年9月

西川豊長君 昭和63年2月 へ

鈴木正男君 昭和63年2月

矢野勝久君 昭和63年2月

上記4名の方がシニア会員になられました。

◇例会変更のお知らせ

名古屋名東RC 4/19脚職場例会の為､㈱北

村土地にてPM12:30より

名古屋東南RC 4/21㈱春の家族会の為、

4/17(日)下呂｢湯之島館」に

てAM8:00より

◇次回例会（4月12日）

講演 “スポーツ医学の進歩について”

愛知県総合保健センター循環器診断室長
太田壽城氏 （紹介青山君）

◇次々回例会（4月19日）

講演 、新しい郵便サービスについて”

千種郵便局長

畔柳栄氏 （紹介秋山君）

－4－


