
 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

新潟 RC １０月第 1 例会 (2013.10.1) №30１１ 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 山本 正治会長挨拶 

ロータリー暦によりますと、10 月は「職業奉仕月間」であ

り、「米山月間」でもあります。そこでなるべく関連するお

話をしたいと思っています。今日はまず職業奉仕について

の話をします。タイトルは「あるロータリアンの職業奉仕」

です。最初にお断りしておきたいのですが、これからお話

することは実際に私が体験したことをベースにしておりま

すが、会社名や病院名などの特定を避けるため相当脚色し

てありますので、そのつもりでお聞きになっていただきた

いことです。 
 
インターネット検索をしていると、「都市伝説」というサ

イトがあります。全国各地で起こる信じがたい体験談、そ

れに輪をかけたようなオドロオドロシイ話が続いています。

特に幽霊の体験談は真に迫るものがあります。 
 幽霊は古今東西どこにでもいるようですが、最近出る幽

霊は、学校や病院に多いようです。私が小さい頃いた中学

校でも“開かずのトイレ”がありました。その後、病院に

出張し当直した場合も、ある病室には幽霊が出るとのうわ

さを耳にしました。ある病院の医師当直室に幽霊が出る、

しかもその幽霊は、鎧兜の武士であったと、友人が真顔で

語りました。このような話はすべて伝聞であり、私はまっ

たく信じません。しかしこの類の話がわが身にも降りかか

ってきました。 
私の専門は医学の中で衛生学・公衆衛生学という分野で

す。またその中で産業医学を得意とし、大学での研究の傍

ら、産業医を兼任しておりました。私の務めはある鉄工所

で働く人々の健康を守ることでした。高血圧症、高脂肪血

症、糖尿病などの一般的な病気の治療や予防が主でしたが、

製鉄作業に関係する重篤な病気の発生にも常に注意してお

かねばなりません。例えば熱中症、一酸化炭素中毒、騒音

難聴、塵肺などたくさんあります。 
 ある時重大な災害事故が発生しました。溶鉱炉の点検作

業をしている作業員が炉内で突然意識不明になりました

（一酸化炭素中毒）。監督していた上司も救助のため炉内に

飛び込み二重遭難しました。 
 事故から数カ月たったある日、私は従業員からある噂を

耳にしました。「事故のあった工場で真夜中に幽霊が出るの

で、夜勤が怖い」と。そこで私も確認のため真夜中まで待

機しましたが、その時は出て来ませんでした。 
 しかし職場の不安は増すばかりですので、私は社長に相

談し、僧侶に事故供養をしてもらう一計を案じました。 
ロータリアンの僧侶にさっそく事情を話しました。まず

は現場を視察後、事故のあった現場で読経用の会場設営を

行いました。夜勤を行う従業員には全員参加をお願いし、

荘厳な雰囲気の中で滞りなく式典を行いました。 
 翌日出勤した私は、昨夜幽霊が出たかそれとなく現場の

人に確認したところ、出なかったと報告を受けました。そ

れからはまったく幽霊を見た者はいなくなりました。「お経

の効果は絶大だった」と、現場の人にそれとなく感想を漏

らしました。 
 僧侶にその後の経過を話したところ、次の冗談が返って

来ました。「お経の効き目は１年しか持たないよ！」と。も

ちろん奉仕活動ですが、その後も毎年続いております。 
ところで江戸時代中期の俳人に横井也友がいます。ほと

んどの方は名前を知らないと思いますが、この人の俳句「幽

霊の正体見たり枯れ尾花」を聞いたことがあるはずです。

また最近の映画「ステキな金縛り」にも幽霊が出てきます。

ある殺人事件の被告人がアリバイ証明のため落ち武者の幽

霊（西田敏行）を証人喚問するという喜劇です。その中で

落ち武者の姿はすべての人に見えるわけではなく、映画の

中でも集団催眠だとそれとなく言っております。 
 これらの古今の話は、幽霊の実体を正確に表しておりま

す。見える人は見え、見えない人には見えないのが幽霊で

す。またロータリアンの職業奉仕はさまざまあると感ずる

今日この頃です。 

(3) 劉 天萍挨拶・奨学金贈呈 

(4) １００％出席バッチの贈呈 

竹石 松次君 ６年  前川 磐君 ９年

斎藤庫之丞君 12年  小柳 実君 18年

(5) 誕生日お祝い贈呈(１２名) 

(6) 結婚記念日お祝いの紹介(１８名) 

(7) SMBC日興証券㈱新潟支店長 井上裕詞君退会挨拶 

 

2013～14 年度 
国際ロータリー会長 

 
Ron D. Burton 

2013～14 年度
新潟ロータリー会長 

 
山本 正治 

  ロータリーを実践し 

   みんなに豊かな人生を 
 

    2013~14 年度 国際ロータリーのテーマ 



(8) 委員会報告 

・高橋康隆ゴルフ同好会副会長より９月２９日コンペ報告 

              グロス   ハンデ  ネット 

優 勝  松本英明（浪江） 83 16 67 

準優勝  玉 知夫 96 25 71 

３ 位   小飯田 澄雄 89 18 71 

４ 位   高橋 秀松 98 27 71 

５ 位   道端 順治 88 17 71 

・斎藤庫之丞国際奉仕委員長より 

ハバロフスクのアムール川が氾濫したとの記事をみて、国

際奉仕委員会としてハバロフスク RC がある街での被災な

ので情報を集めました。小木国際奉仕担当理事を通し元

ジャパンプログラム奨学生レナさん、また、新潟 RC 事務局

よりハバロフスク RC へメールを送信して聞いた所、旧市街

は高台にあるので被害はないしメンバーで被災した人もい

ないが、新市街は被災したとの事でした。東日本大震災の

時は１４０２８０円の義援金を送金頂いたので、本日の理事

会でお諮りし承認頂きましたので、皆差より義援金を募りた

くお願い致します。（７０，８５５円の御協力を頂きました。） 

・川﨑 嘉朗広報委員長より 

新潟RCのHPにロータリーソング紹介ページを新たに作り

ましたので是非、ご覧下さい。 

(9) 各種ご寄付の発表（発表は翌週） 

ロータリー財団寄付 

田村貫次郎君 後藤 司郎君 

樋熊 紀雄君  

米山奨学会寄付 

徳山 啓聖君 玉 知夫君 

宇尾野 隆君  

青少年育成基金寄付 

本間  彊君  

(10) ニコニコボックス紹介 

・井上 詞君 ２年という短い期間でしたが新潟 RC の皆様

には本当にお世話になりました。皆様からいただいたご厚

情に心より感謝しております。今後、新潟 RC 又、皆様の

益々のご繁栄をお祈りしております。 

・小飯田 澄雄君 ９月２９日 ゴルフ同好会にて３位になり

ニコニコです。ありがとうございました。 

・井原 健至君 先日のゴルフ同好会に参加させていただ

きました。IN の１８番イーグル取れました。ただし、カップイ

ンは私含め誰も見ずですが、ニコニコです。 

・坂本光弘君 楽天リーグ優勝おめでとうございます。この

勢いで日本一を期待してﾆｺﾆｺします。 

・樋熊 紀雄君 ９月５日より、北欧４ケ国を旅して来ました。

北極圏では天空一面のオーロラを観ることができて自然の

素晴らしさに感激してまいりました。 

・徳永 昭輝君 １０月１日より副院長を迎え二人でクリニッ

クの診療をします。不妊治療、乳房外来を充実させ地域医

療に応えたいと思っています。 

(11) 会員スピーチ 

「知って楽しい学んでおいしい、キリンビールの教室」 

キリンビールマーケティング㈱ 

新潟支社長 中島 勉 君 

(12) 本日の出席率 ８０．９０  ％ 

(2週間前メーク後 ９１．１２  ％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月８日の例会予定 

卓話「小児がん」のフォローアップ体制の構築について 

ハートリンク 林 三枝副理事長 

 

 

 

１０月１日 理事会報告 出席者１１名 
 

１ 入会被推薦者審査=承認 

㈱総合教育研究所代表取締役 石橋 正利君 

２ 年次総会告示について 

  年次総会を平成２５年１２月３日（火曜

日）に開催することとし、告示する。 

３ ハバロフスク、アムール川氾濫義援金について 

  １０月１日及び１０月８日の例会におい

て義援金を募り、ハバロフスクＲＣへ送る。 

  目標金額は１５万円とし、不足分は国際奉

仕委員会予算から支出する。 

４ １０月のプログラム=承認 

１０月１日  会員スピーチ 「知って楽しい

学んでおいしい、キリンビールの教室」 

キリンビールマーケティング㈱新潟支社長 

中島 勉君 

１０月８日  卓話 「小児がん」のフォロー

アップ体制の構築について 

ハートリンク 林三枝副理事長 

１０月１５日 会員スピーチ「スマートフォン

の現状とビジネス活用 

㈱NTTドコモ新潟支店長 熊高 信治君 

１０月２２日 月見例会  

17：30～ イタリア軒 佐渡立浪会出演 

１０月２９日 卓話「今冬のあらまし」 

未来観測研究所所長 工学博士 酒井與喜夫氏

５ 佐々木年度の地区役員推薦の件 

 ・ローターアクト委員会委員長 

  高橋清文君を推薦する。 

 ・ライラ委員 

  人選については、会長、副会長、会長エレ

クト、幹事に一任する。 

６ 連合事務局の待遇についての検討委員会の件

  検討委員会を立ち上げるのではなく、ま

ず、常任幹事会で課題を整理する。 


