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●司会            須山 文夫 ＳＡＡ 

●点鐘           渡辺 冨士夫 直前会長 

●斉唱               「奉仕の理想」    

 

来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長 

川崎ＲＣ             小口 和久 様 

 

会長報告         渡辺 冨士夫 直前会長 

１．本日は増田会長をはじめ、多くの会員が台北西門Ｒ

Ｃ３５周年記

念式典に参列

のため例会に

出席できませ

ん。 

  会長報告も、私

が代理で務め

させていただきます。 

２．先週は、例会場の引っ越しを行い、会員の皆様の多

くのご協力をいただき、大変感謝申し上げるととも

にお礼申し上げます。 

  特に、一番懸案だった重たいポストを一人で解体し

ていただいた沼田会員、会社から２名と２台のトラ

ックを無償で提供していただいた飯塚会員、大量の

ごみを無償で処分してくれた白石会員には深く感

謝します、ありがとうございました。 

３．理事会で承認された事項でもあるのですが、地区よ

り「大洪水からの復旧途上にあるタイ被災地への寄

付支援」の要請があり、クラブとして寄付金を出す

ことになりました。数回にわたり募金箱を回覧させ

ていただきますので皆様のご協力をよろしくお願

い致します。 

 

台北西門 RC35周年記念参加メンバー 3月 12～14日 

 

 

 

 

 

 

 

 

増田 昌美、武者 惠吾、竹中 裕彦、村石 庄作、 

横山 俊夫、水口 衛、 宮山 光男、野沢 隆幸、 

布川 二三夫、 ご家族 6名 計 15名 

 

幹事報告            武者 惠吾 幹事 

１．先ほど、台北より帰って来ました。  

  台北西門ＲＣ３５周年記念式典は盛大に執り行わ

れました。 

  本日も他クラブとの情報交換があったのですが、例

会に出席するために皆さんより先に、私だけ早朝に

日本へ帰って来ました。 

２．本日の例会でこの会場での例会は２回目となります

が、川崎大師平間寺信徒課様のお心配りのおかげで、

このような素晴らしい例会場を設営していただき

ました。これから概ね１０ヶ月この例会場での例会、

第１８９８回（本年度 第３３回） 例会 平成２４年 ３月 １４日  晴れ 
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皆さんよろしくお願いします。 

３．先週、３月９日（金）まで４回に分けて第２回ファ

イヤーサイドミーティングが開催され、「半年間の

活動に関し、また次年度の４０周年への思い」とい

う事で会員の皆様の忌憚のない多くのご意見を賜

り感謝します。 

  ロータリー情報委員会の皆様、ありがとうございま

した。 

４．３月７日（水）に行いました第９回理事会の議事録

をポストに入れさせていただきましたのでご参照

願います。 

５．３月２９日（木）に川崎 RC にて、当クラブで職場

訪問した宇宙航空研究開発機構 JAXA の方をゲス

トにお呼びしての特別例会が開催されますのでご

興味のある方、お時間の取れる方はぜひ参加してみ

て下さい。 

   題材：「はやぶさ」を生んだ日本の科学技術力 

   日時：３月２９日（木） １２時３０分～１４時

（卓話は１３時～１４時） 

   場所：日航ホテル１１階「橘の間」 

 

 

 

 

 

   

  

 

出席報告           船木 幸雄 委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1898 回 60 52 24 28 46.15 ％

1896 回 59 50 26 24 52.00 ％

10 修正出席率 72.00 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

通算 出席率

 

 

メイクアップ 

鈴木 幹久、炭谷 博功、宮山 光男、清水 宏明、 

水口 衛、石渡 利治、石川 庸、矢野 清久、 

鈴木 昇二、飯塚 元明 

              各会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月度出席順位 

２６０％ 武者 惠吾 

２２０％ 増田 昌美 

１８０％ 牛山 裕子 

１６０％ 船山 昭三、石渡 勝朗、野沢 隆幸 

須山 文夫、竹中 裕彦、横山 俊夫 

     沼田 直輝  

１４０％ 中村 眞治、渡辺 冨士夫 

１２０％ 宮山 光男、炭谷 博功、白石 浩司、 

     岩井 茂次、鈴木 昇二、水口 衛 

     小林 勇次           各会員 

ホームクラブ１００％ 

布川 二三夫、船山 昭三、中村 眞治、竹中 裕彦 

横山 俊夫、白石 浩司、岩井 茂次、武者 惠吾 

石渡 勝朗、須山 文夫、小林 勇次、船木 幸雄 

各会員                

   

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

武者 惠吾 幹事 

川崎ＲＣ             小口 和久 様 

地図で教えて頂き始めての場所もすぐ分かりました。 

今後もよろしくお願いします。 

島岡 榮基 会員 
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石渡会員の卓話を拝聴できますので。 

武者 惠吾 会員 

１． ホワイトデーです。皆さんプレゼントを渡すのを 

忘れない様 気をつけましょう！ 

２．台北より無事帰って来ました。 

本日のニコニコのテーマ 

「暫くぶりの会員卓話です。石渡会員よろしくお願いし

ます。」 

♪嶋崎嘉夫♪鈴木昇二♪渡辺冨士夫♪石渡勝朗 

♪大藪善一♪伊藤佳子 

 

委員会報告           中村 眞治 会員  

布野真治会員のお見舞いの報告です。伊豆の片瀬白田駅

よりタクシーでワンメーターの環境の良いところです。 

ご本人は車椅子で移動できて元気です。お見舞いの葉書

を、会員の皆様からも出していただきたい。布野会員か

らは、「皆さん、今後ともよろしくお願いいたします」 

とのことでした。 

 

卓話者紹介        渡辺 冨士夫 直前会長  

石渡 利治 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卓話 

「喫煙の喜び」 

このなかで喫煙する方は挙手していただけますか。 

はい、大体半数の方が煙草を吸うようです。今は煙草に

とってとても厳しい状況ですが、ヘビースモーカーでも 

９０歳以上長生きされた人は大勢います。横山大観、 

梅原龍三郎、市川昆さんなどは皆９０歳以上です。 

 禁煙運動をなさっている方は、聞き分けが良くありま

せん。日本から煙草が無くなると大変なことになります。 

煙草の税金は、国や地方自治体に入ります。川崎市で 

年間に約８０億円、横浜市で約２００億円です。アルツ

ハイマーの予防には煙草が良いそうです。ストレスの解

消や、緊張をほぐしたり、気持ちの切り替えに効果があ

ります。 

煙草を吸わなくても肺がんになります。受動喫煙だけ

で肺がんになる、と言われているのは間違いだと思いま

す。煙草より悪いものはたくさんあります。車の排ガス

もそうです。アイドリングだけでも大変な被害です。ア

スベストの害も大きなものです。 

 旧連合国のチャーチルやルーズベルトもスパスパ吸

っていました。チャーチルは、とても葉巻が似合う人で

した。吉田茂も、８９歳で亡くなりましたが、葉巻の似

合う人でした。 

 私の妻は、煙草の煙が大嫌いです。私は隠れて吸って

います。 

 煙草を吸う方は多額納税者です。「煙草税の仕組み」

をお配りしましたが、日本の平均的価格の１箱４１０円 

の商品でみてみると、国の煙草税が１０６円、都道府県

が３０円、市町村が９２円、煙草特別税が１６円、これ

は旧国鉄の債務３８兆円や国有林野事業の負債を６０

年に渡って補うものです、で合計２６４円（６４％）が

税金です。 

 煙草の小売の利益は１０％です。利益が低いから、と

ても仕入れが難しい商売ですし、ロータリークラブに入

会することも難しいです。賞味期限は約８ヶ月ですが、

期限を過ぎた古い商品は返品ができます。 

 

 

 

 

次回例会  

平成 24年３月２８日（水） 

お花見移動例会 

恵の本 

１８時点鐘 

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 


