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新潟 RC １月第 1 例会 (2018.1.9) №３２１４

(1)

「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

(2) 徳永 昭輝会長挨拶
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願
いいたします。どのような気持ちで年末を過ごし、新しい
年を迎えたでしょうか。

樹事業”計画は進行中であり、また女性会員の入会、会員
増強については今後さらに取り組んでいかなければならな
い課題だと思っています。
第 2 例会は、新年家族会です。また、2 月 23 日（
（金）
市内 7RC 合同例会が行われます。また、4 月 30 日には、新
潟東ロータリークラブ創立 70 周年記念式典が行われます。
東 RC は、1958 年（昭和 33 年）3 月 28 日に新潟 RC をスポ
ンサークラブとして創立されました。近日中にご案内をさ
せて頂きます、多くの会員の皆様と参加しお祝いしたいと
思います。今年もご協力宜しくお願い致します。

「半年先の世界がどうなっているのかさえ思い描くのが
難しい。混迷の年明けである。
」これは、1 月 3 日の朝日新
聞の社説の序文ですが、
“多国間の協調を軽んじ、
「米国第
～ヒトの寿命は本来 55 歳？～
1 主義」を掲げるトランプ米大統領の振る舞いによって、
どんな世界が姿を見せるのか、国際社会は大きな岐路に立
（日本人の平均寿命、男性 80.50、女性 86.83 歳）
っている”と言った社説でしたが、国内に目を向けると安
東京大学分子細胞生物学研究所所長の小林武彦教授（著
倍首相は年頭の記者会見で「今年こそ新しい時代の希望を
「寿命は決まっているのか、長生き遺伝子の秘密」
）の
生み出すような憲法のあるべき姿を国民にしっかりと提示 書；
する」と述べています。また、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党 話を紹介したいと思います。
委員長は、1 日「米本土を攻撃できる核弾頭を搭載した
1963 年（昭和 38 年）時点では、日本の 100 歳以上の人
ICBN(大陸間弾道ミサイル)の実践配備を宣言しています。 口は 153 人でしたが、54 年後の 2017 年（平成 29 年）には
このような中で、〟カトリック教会のローマ法王庁（バチ 6 万 7824 人に増えた。1916 年アメリカの研究チーム「人類
カン）が昨年末、教会関係者に向け、1945 年原発投下を受 の年齢の限界は 115 歳」と論文を【ネイチャー】に発表。
けた直後、
米国の従軍カメラマン故ジョー・オダネル氏が、
1945 年撮影した「焼き場に立つ少年」が印刷されたカード
を配布し、
「亡くなった弟を背負い、
火葬の順番を待つ少年。
少年の悲しみはかみしめられて血のにじんだ唇にあらわれ
ている」とメッセージを添えて配布した“とう記事が目に
留まりました。
「核なき世界」を訴えるローマ法王は「核兵
器は人類の平和と共存しない」と核廃絶を求めるメッセジ
を全世界に投げかけています。

これまでの人間の最高齢記録を分析したところ、
「1960 年
ごろには 110 歳前後に、1990 年頃には 115 歳前後に伸びた
が、それ以降は伸びが鈍化している。
」という。最も長生き
したのはフランス人ジャンヌ・カルマンさん 122 歳（1997
年死亡）
。

小林先生は「遺伝的に定められた人間の寿命」は 55 歳前
後ではないか？ この年齢あたりから、がんで死亡する人
の数が急増するから。がんは、細胞分裂時に DNA の複製エ
さて、国際ロータリー、イアン H.S.ライズリー会長は「ロ ラーが生じることで発生しますが、人体にはがん化した細
ータリー：変化をもたらす」をテーマとして示し、国際ロ 胞を排除する免疫システムが備わっているが、年齢を重ね
ータリー第 2560 地区の新保ガバナーは
「クラブと地区の変 るにつれて複製エラーの確率が高まり、免疫系が衰え、結
革をめざそう；Making A Difference in My Club and
果がんを防ぎきれなくなる・・・。
District」をテーマしました。新潟 RC は、
「楽しみ、親睦
～なぜ、人間が他の動物と比べて長生きするの？～
を図り、行動を起こそう；Enjoy and Promote friendship,
Making Action」をテーマに、皆様のご協力の下に新たな
「おばーちゃん仮説」
具体的な取り組み（会員の 3 分間スピーチ、例会の食事の
人間の子育てには大変な手間がかかる。子供が産めなく
予約制など）に取り組み半年が過ぎました。しかし、ミャ
ンマーの医療支援の取り組みや社会奉仕事業としての“植 なった後も長生きして孫の世話をすれば、より多くの子孫

を残すことが出来、人類全体にとって有利。だから“ヒト
は長生きに進化した”
。先生は、それで伸びた寿命も 55 歳
ぐらいまで、ひいおばあちゃんになるまで長生きしても、
それほど子育てに役立つとは思えないから・・・と。
55 歳以降の人生は、公衆衛生や栄養状態の劇的改善、医
学の発展とう「文明がもたらした生」といえる。
従来の社会では高齢者に“経験に基づく見識”を求めて
いたが、これからは“見識だけでなく、実質的な貢献”が
求められる。少子高齢化が進めば、世代の新陳代謝の速度
が鈍り、
「種としての人類」の脆弱化につながりかねない。
“孫だけではなく、幅広い次世代育成のために高齢者に
なにができるか”真剣に考える時が来ていると・・・。

(5) １００％出席バッチの贈呈（新田 幸壽委員長）
河西 弘太郎君 １年
石本隆太郎君

徳永 昭輝君

９年

36 年 小山 楯夫君

38 年

(6) 誕生日お祝い贈呈(６名)
(7) 結婚記念日お祝いの紹介(１名)
(8) ロータリーの友紹介（石橋広報会報雑誌委員）
(9) 各種ご寄付の発表
ロータリー財団寄付発表(得永 哲史委員長)
樋熊 紀雄君

内山

清君

新田 幸壽君

鈴木 滋弥君

米山奨学会寄付発表(池上 茂樹委員)

ロータリーの奉仕活動の今後の行動目標に大きく関わる
問題として紹介させていただきました。

白勢 仁士君

吉田 和弘君

内山

清君

徳山 啓聖君

先月、第 4 例会の後田中堅一郎さんと故柴田史郎元会長
に新潟 RC からの香典を奥様にお渡ししてきました。新潟
RC で入会時に撮った写真が飾られていました。一番気に入
っていた写真だそうです。

田村貫次郎君

池上 茂樹君

青少年育成基金寄付発表(小田
小林

悟君

内山

清君

梅津 雅之君

津久井勝之君

本間

小田

彊君

等委員長)

等君

(10) ニコニコボックス紹介（今井 政人委員）
・石橋 正利君 長男が今年は社長を引き継ぐと正月に言
ってくれたことにニコニコします。石橋家としては８代目に
なります。
・内山 清君 誕生日のワイン有難うございます。すこし良
いことがありましたのでニコニコします。
(11) ・石本隆太郎氏へ大口寄付（メジャードナーレベ
ル１）表彰品伝達
(3) 米山奨学生
ソド チャンドマニチメグさん 奨学金贈呈
(4) ３分間スピーチ
・㈱新潟テレビ 21 取締役相談役 玉 知夫君

(12) １月 ９日例会の出席率 ７８．８９ ％
会員数 ９２名（出席免除会員 ７名）
出席者 ７１名（出席免除会員 ５名を含む）
(2 週間前メーク後 ９５．３５ ％)

・田村紙商事（株）会長 田村貫次郎君

新潟ロータリークラブホームページアドレス
http://www.niigatarc.jp/

退 会 ご 挨 拶

1 月 9 日 理事会報告 出席者 14 名
１次年度地区役員推挙依頼について
・ロータリー財団委員会学友会委員会委員長
髙橋 秀樹君
・資金管理委員会 委員長、奨学金・VTT 委員会 委員
得永 哲史君
・米山記念奨学委員会 奨学生選考委員会委員
小木 將綱君
→上記 3 名の推挙が承認された
2 新潟東ＲＣ60 周年記念式典について
会長名にて祝電を贈る
式典については新潟ＲＣ会員へ広く案内する
→承認された
3 白勢 仁士君の出席免除届について
新潟ＲＣ定款 第 12 条第３節（ｂ）により承認さ
れた
4 １月のプログラム=承認
1 月 9 日 第一例会につきスピーチ無し
16 日 新年家族会 17：30 受付 18：00 開会
23 日 卓話「2018 年新潟県経済の展望」
新潟経済社会リサーチセンター
常務理事 佐藤 孝一氏
30 日 会員スピーチ
ＪＲ東日本新潟支社長 今井 政人君
5 その他
継続審議中の案件
・ミャンマー医療支援の進捗状況
別紙「ミャンマー医療支援プロジェクト会議」をもと
に現状報告（徳永会長・樋熊理事）
徳永会長、中古機器は贈答不可であることが判明した
（ＲＣ事業としては難しい）
・植樹事業の進捗状況
次回徳永会長の意向を基に提案書を作成し理事会へ
提示する（石川役員）
・ロータリー財団アンケート取りまとめ結果について
別紙「ロータリー財団アンケート結果について」を基
に結果報告
年会費に組み込むには別紙「ロータリー章典 5.020．
2」から本人の意思表示が必要（高橋理事）
→引き続き継続協議とする

五十嵐幸雄さん 「退会にあたって思う事」
八十五歳を超えた区切りに退会させていただきま
す。
心残りは年間例会出席率１００％皆勤賞を二十二
年余りの在籍の中で一回もいただけなかったこと。
ここ数年は社業を離れて余裕が出来ましたので密
かに１回でもいいからとねらっていましたが、達成
出来ませんでした。私にとっては、新潟ロータリー
クラブは「良きところ、良き出会い」の場でした。そ
れだけに、せめて一回くらいは“まともな会員”であ
ることを証明したい気持ちがあったのです。
ともかく、ありがとうございました。新潟クラブの
「日々新たに・・・」の歩みと会員の皆様のさらなる
ご健勝をお祈りしております。

松本英明さんとご夫人より
浪江ロータリーとのお付き合い等、大変お世話に
なりました。
急な退会を申訳なく思っています。
委員会の方々、会長、幹事様始め、お世話になっ
た方々に、ご挨拶もせずに、退会する失礼をお許
し下さい。
ロータリーで、皆様に賜りましたご厚情、大変有難
く一生忘れる事のない楽しい思い出です。
皆様に心より感謝申し上げます。

