
              

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 会長の時間 浜田浩誠会長 

              役に立たない立つかも知れない雑学 

             ◆切手をなめると２kcal。 

             ◆天は人の上に人を作らずの福沢諭吉だが、娘が男を連れてきたときは身分違い 

              だと怒って別れさせた。 

             ◆制服の「ガクラン」は漢字で書くと「学蘭」。オランダ風の学生服という意味 

             ◆セブンイレブン 1号店で最初に売れたものはサングラス。 

             ◆どうして「７ELEVEｎ」の最後の「N」だけ小文字 ：一番有力なものは、アメ

リカで商標登録するときに数字の綴りを並べただけの「SEVEN ELEVEN」では許可がおりなかったので、最後

の Nを小文字にして登録したらしいです。 

（当のセブンイレブンも、ロゴをデザインした人がすでにセブンイレブンにいないため、何故小文字なのかは

分からないようです。） 

◆ 「ひとりぼっち」の「ぼっち」の意味は「お坊さん」』 

◆ ゴリラの学名は「ゴリラ・ゴリラ」ローランドゴリラの学名は「ゴリラ・ゴリラ・ゴリラ」 

◆ 酔い止めでおなじみのウコンの花言葉は「あなたの姿に酔いしれる」 

◆ ワイシャツのワイは、アルファベットの「Y」ではない Y「White（白）」のワイ 

◆ ハチミツは腐らない。糖度が高くて、微生物が活動するための水分がないため。 

どんな生物でも活動するには水分が必要。ハチミツの糖度は非常に高く、腐敗菌などの微生物が活動する

のに十分な水分を確保できません。砂糖などが腐らないのと同じ原理。 

また、ハチミツは意外に強い酸性なので、やはり微生物が生存するのを難しくしています。これらの理由

から、ハチミツの中では微生物は繁殖することが出来ないため、理論上腐ることはないと言われています。 

◆ ハト時計の時間を知らせるために飛び出してくる鳥は”カッコウ” 

◆ ”関東”と”首都圏”の違い 

関東とは「東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬」の１都６県を指し、首都圏とはそれに山梨県

を足したもの。 

◆ ”サハラ砂漠”の名前の話：サハラ砂漠の「サハラ」は砂漠という意味。 

◆ ”バファリン”の半分の本当の”やさしさ” 

バファリンの半分は優しさでできているというがその優しさの正体は胃にやさしい成分合成”ヒドロタル

サイト”である。  

・・・ 例 会 記 録 ・・・ 

           ６月第１週例会 ２０１９年 ６月 ６日（木）  

ソ ン グ ： 君が代・4つのテスト    ボックス：２７，０００円 （報告者 山口ひとみ会員） 

本日出席率 ： ５６．８６％ 前回修正後８０．３９％（ﾒ―ｸｱｯﾌﾟ８名） (報告者 三田地大悟会員） 
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さらにその成分は半分も入っておらず胃にやさしくない成分が 330mg 入っているにも関わらず 優しさは

100mgしか入っていない。半分じゃない。 

◆ 麻酔が効く理由は未だわかっていない。手術に使う全身麻酔はちゃんとした原理は完全には解明していな

い。時々、手術中に目が覚めたりする患者がいるらしい 

◆ 1日は 24時間だが、地球が 1周自転する時間は 24時間ではない。なんで軸、ナナメなんだろう。 

1日は 24時間だが、地球が 1周自転する時間は 23時間 56分 04秒である。 

◆ 世界中の人間を一箇所に集めても琵琶湖に収まる 

◆ トンネルの入口と出口  鉄道の場合、起点に近い方を入口と呼んでいる。 

 東海道新幹線の場合は東京に近い方が入口。なので、大阪発の新幹線は全て出口から入って入口から出てい 

 る事になる。 

◆ 徒歩五分 不動産広告で見かける「徒歩○分」というのは、徒歩１分につき８０ｍの距離になるように計

算されていてる。 

マンションから駅まで「徒歩五分」という場合は、駅に一番近いマンションの出入り口から、マンション

に一番近い駅の出入り口までの距離の事。   

  ■補足 ちなみに、信号待ちの時間や坂道などを考慮しなくてもよいきまりになっています 

◆日本の国歌「君が代」の歌詞の”さざれ石”とは何か 

 日本の国歌の歌詞にある"さざれ石"の正式名称は「石灰質角礫石」             

 

 

◆◆◆   幹事報告  ◆◆◆ 

 

 １ 大船渡市防犯協会連合会より  「防犯ミニ作文コンクール」の後援依頼が届いています。  

    承諾の場合 6 月 14 日までに承認書提出 

 

 ２ 宇都宮東ロータリークラブより 

    さくら植樹寄贈奉仕事業に係る経費負担に対する礼状が届いています。 

 

 ３ 神戸防水協会の針生様より お手紙と新茶を頂きました。 今後の例会で頂きたいと思います。 

                   

             ◆◆◆   本日のプログラム  ◆◆◆ 

                一年を省みて 五大奉仕委員長 

 

★ 佐藤良クラブ奉仕委員長 (代読 大西竜介 BOX小委員長） 

            クラブ奉仕委員としまして１年間を振り返りたいと思います。 

            主だった活動を粋報告させて頂きます。 

            ・親睦委員会       

             9月 親睦ゴルフコンペ（秋）を北上カントリークラブにて開催し 10名の 

                参加を頂きました。ちなみに水野賢一会員が優勝致しました。  

         10月 全国ロータリークラブ野球大会が大船渡市営球場にて行われ、山形高 

               畠チームに７対０で圧勝致しました。     

１2月 プラザホテルにて忘年会を開催し多数のご出席を頂きました。   

 １月 家族新年会を開催し会員、家族様の多数の出席を頂き、ゲームも大いに盛り上がり盛大な模様し 

    となりました。 



・出席委員会        

 先週 5月３０日までの出席率は８０．４８％で昨年よりは下がってしまい残念な結果となってしまい 

 ました。１００％出席を達成しております会員様は現在 24名いらっしゃいます。もう少しの会員様は 

 何とか 6月中に頑張って出席して頂ければと思います。      

・ニコニコ BOX 

 5月末までで１０５万６８９０円です。何とか予算通りの達成となりそうです。  

 有り難う御座いました。        

        

 あまり表だった大きな活動は出来ませんでしたが、クラブ会報委員でありました前原会員、親睦小委員 

長でありました伊藤会員の突然の訃報と広報、雑誌委員でありました休石会員の退会と様々な事がありま 

しが、何とか当年度も無事に終わる事が出来そうです。会員の皆様にはご理解、ご協力を頂きまして本当 

に感謝しております。        

 又、明日７日には親睦ゴルフ大会（春）が開催され１２名の会員様と OBの参加となります。 

秋に続き水野会員が連覇するのか、はたまた新鋭の会員が優勝するのか注目されます。   

又、最終日の６月２９日にはプラザホテルにて最終例会を開催する予定ですので最後は大盛り上がりでの 

例会にしたいと考えます。  

   以上を持ちましてクラブ奉仕委員の発表と致します。本当に１年、有り難う御座いました。 

 

★ 新沼達央職業奉仕委員長 (代読 今野義也職業意識高揚小委員長）             

            まずは本日、社内の行事で盛岡におり、欠席させて頂きました。 

           このところの連続欠席、大変申し訳ございません。決算期でもありご迷惑を 

           おかけしておりますが、お許し下さい。 

            さて、職業奉仕委員長としては、前年度の委員長の大西さんと、菅野幹事 

           に大変お世話になりながら手探りでの一年でした。 

           ロータリーの本質・考え方も同時に諸先輩方のセミナーを通して学習させ 

           て頂き、残すところ今月いっぱいということで、本日の発表がほぼ最後とい 

うことになりました。 

 通年通しての活動は、「四つのテスト」の唱和の発表者のお願いですが、行き当たりばったりで、 

副幹事の三浦さんに「今日は誰？」とプレッシャーをかけられ、佐藤良さんに代理指名のお世話にな 

りながらなんとか本日まで来たというところです。  

 また、外部での活動として、大船渡東高校の 3年生に対しての就職模擬面接を実施、70名以上の 

生徒さんに対して、真剣なキャッチボールをすることで、何とかお役にたてたかなという感じです。 

 会員のみなさんもですが、亡くなったアマタケの伊藤さんはじめ会員企業の社員方を派遣して頂 

  くなど多大なご協力を頂き、改めて感謝申し上げます。 

 また、企業訪問ですが、さいとう製菓さんのかもめテラスにて、カモメのたまごのデコレーション 

企画を中心に、防災センターの見学も交えました。もう一つ企画に対して工夫が足りないものとなっ 

てしまい、参加された皆様に謝罪申し上げます。 

 さいとう製菓の猪俣さんはじめ、店舗のみなさんには本当にお世話になりましたし、退会した休石 

さんにも本当にご協力を頂きました。 

 

以上 諸先輩方にとっては物足りなさ・段取りの問題も多分にあったことと思いますが、お詫び申し 

上げ報告とさせて頂きます。 今年一年ご協力ありがとうございました。 

 



★ 鈴木秀樹社会奉仕委員長 

               今年度 1年社会奉仕委員長を務めさせて頂いた鈴木です。 

               年間活動計画に沿って一年を省見たいと思います。 

                まず、結婚支援については、大船渡市との協定書の締結を済ませるこ 

               とができました。ただそのあとの活動について委員長として積極的に 

               参加できなかったことが反省点です。 

               次に環境保全については、 

              １．盛川河川敷の清掃活動 

２．盛駅前「育みの像」の清掃活動 

３．天神山「四つのテスト碑」の清掃活動 

４．カメリアロードの清掃と管理 

５．「愛の鐘」の清掃活動 

６．「警察署前花壇」の清掃活動 

と、皆様のご協力のもとたくさんのご参加をいただき大変感謝しています。 

 とくにも雨の日の河川清掃の際に中止の判断をする前に雨具をつけ清掃活動をして下さるなどの皆様 

の積極的な姿勢には、驚かされました。 

最後に社会奉仕ですが成仁会の夏祭りに参加し盛大に盛り上がり終えることが出来ました。 

 また、最後の活動となる吉浜荘へのタオルの寄贈の日にちは後日ＦＡＸにてお知らせいたします。 

皆様のご協力よろしくお願い致します。 

 1年を通じて頼りない委員長でしたが、この一年の体験を次のロータリー活動に役立つように頑張りた 

いとおもいます。 

 

★ 志田宏美国際奉仕委員長 (代読 熊谷雅也 R 財団小委員長） 

             今年度は、例年の継続事業を引き継いだ活動となりました。 

             在住外国人との交流事業につきましては、2 月 28 日に大船渡市国際港湾部 

            観光推進室の国際交流委員オリビア・リーさんを講師にお迎えして講話を頂 

            きました。オリビアさんは、シアトル州ポーランド市ご出身の 21 歳、大学を 

            飛び級して卒業した後、昨年夏大船渡に着任しました。外国人の目線で大船 

            渡をしっかりと捉え国内外に発信している姿勢や、敬語を自由に操る日本語 

            能力に感心いたしました。 

 4 月 25 日には、釜石のラグビーワールドカップ 2019 推進本部事務局の国際交流委員。エミリー・ハ

ラムズさんに講話を頂きました・インバウンド対策で「おもてなし英会話」の講習会の開催、ラグビー

ワールドカップ関連のプロモーションと、市内外で活躍している様子を伺うことが出来ました。 

 また、3 月 6 日には、卒業式に授与される小中学校無欠席者表彰に向けて、各小中学校に表彰状と記

念品を配布いたしました。被災した学校に関しまして、ほとんどが仮設校舎から新校舎へ建て替えられ、

復興が進んだ印象を受けました。 

 何とか 1 年間委員長を務めさせて頂きました。感謝の気持ちを込めまして報告を終了いたします。 

ありがとうございました。 

本年度 R 財団寄付実績 PHF 個人寄付      10 名 2572.6 ドル  

           ポリオ・プラス個人寄付  23 名 35,500 円 

 

 

  



★ 藤丸数子新世代委員長 (代読 山口徹 IA 小委員長） 

                青少年奉仕委員会から下期の活動報告をいたします。 

            ・2月 23日 東高校 IAC3年生を送る会 

             IACから顧問を含め 15名、会員から 17名、計 32名が出席し、味どころ 

             休石さんで行われました。休石さんありがとうございました。 

             当日私は出席することができなかったのですが、小委員長の山口さんか 

             らは、皆様からご協力いただき、全体的に予定通りだったと聞いており 

             ます。 

              反省点もいくつかありますので、次年度に引き継ぎたいと思います。 

 ・3月 1日  東高校卒業式  浜田会長、菅野幹事、藤丸の 3名で出席いたしました。 

 ・3月 14日 青少年奉仕アワー  

   顧問の中井先生、部長の伊勢そらさん、副部長の大澤優里菜さんが例会に参加され、活動報告 

      をしていただきました。 

 ・4月９日 東高校入学式  

   次期青少年奉仕委員長が出席いたしました。 

 ・5月 5日  鯉のぼり子供の集い 

   会員 15名が参加しました。今年は、手作り鯉のぼり、ポップコーン、小麦ねんどコーナーの３ 

   カ所にわかれて活動しました。今年はポップコーンが新たに担当になり、作り方を教えてもら 

   うところから始まりました。当日は天候にも恵まれ、過ごしやすかったです。 

 ・6月 18日 大船渡警察署前の花壇整備  １４時からの予定です。 

   これからの実施になりますが、今年もよろしくお願いいたします。 

 ・7月  新旧引継ぎ会 詳しいことはまだ決まっておりませんが、決まり次第ご案内いたします。 

 

この委員会の目的である「奉仕の精神と国際理解を付与するための指導・助言をしながら地域社会に 

  貢献できる青少年の育成の支援」を、できたのか不安はありますが、1年間様々な活動を通して IAC、大 

  洋学園の生徒の皆さんと交流し、とても良い経験をさせていただきました。 

  不慣れなことがたくさんあり、皆さんに助けていただきながら、何とか１年を迎えようとしています。 

  花壇整備と新旧引継ぎ会がまだ残っていますが、1年間本当にありがとうございました。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

  

 

 

 

 

＊ 5月 30日の「育みの像」整備作業 様子 ＊    

  


