
第２２５７回例会報告議事録
日時　２４年８月２８日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：なし

世界フォーラムの協力金要請が、幹事クラブの広島RCより来ております。
公式訪問の際、得居ガバナーからもお話を頂いている件です。お一人300円を
8月末で処理させて頂きます。
　8月24日柏西クラブ主催のローターアクトとの合同例会へ出席して来ました。
場所は柏高島屋のビアガーデンで行いましたが、ビアガーデンが超満員の大盛況
にはビック知りました。我孫子クラブはローターアクト提唱していませんが、
名刺交換をした小川優香さんは現在、犯罪捜査のプロファイルングを勉強なさっ

ているそうで将来、警察への就職を考えているそうで卓話をいつかお願いできたらと思っております。
　さて、印刷業会の流行に「ユニバーサルデザイン」があります。他業界では、一早く、誰でもが使
い易く、安全に認識，使用できる物として、世間に浸透していますが、印刷業界の切り口は、誰でも
が認識できる文字と色と言う点で2002年よりスタートしました。先ず、色ですが私達以上の年代では
色盲検査が有りましたが現在では差別になると言う事で廃止されているようです。しかしながら色覚
障害の方は軽度な方を含め、男性で20人に一人、女性では500人に一人の割合でいるそうです。そ
こでどの様な色覚障害の方でも色の識別が出来る色の構成にする事が色のユニバーサルデザインとな
ります。
　次に文字ですが様 な々書体が有りますが特に「みんなの文字」と言う書体がユニバーサルデザイン
フォント（UDフォント）として代表されます。文字もアクセントが強く、老人の方や、眼科の病気の方
でも出来るだけ見やすくする事で開発しております。色、文字ともデジタル技術の発達で仮想レンズで
どの様に見えるかを現実化する事で最良の物が出来上がるのです。
　現在では会社のパンフレット、宣伝物、広告など印刷製品を検定、表彰する機関も有りますのでご
興味の有る方はご相談下さい。
　50周年の実行委員会の件ですが、49代目に我孫子よりガバナー補佐を出し、翌年、50周年です
ので人選に苦慮しております。過去の会長経験者、ガバナー補佐経験者の方に、9月の第二例会後に、
お集まり頂きお知恵を頂ければと思っております。

丸田会長会長挨拶

　今月は会員増強及び拡大月間で、９月は新世代の為の月間です。新世代の
湯下会員、服部会員から卓話をお願いしたいと思っております。１０月は職業奉
仕月間ですので、上村晃一会員にお願い致します。１１月はロータリー財団月間
ですので、高島会員、瀧日会員にお願い致します。１２月は家族月間ですので、
上村文明会員、荒井会員にお願い致します。家族月間は親睦委員会の方からも
お願い致します。１月はロータリー理解推進月間ですので、会員研修の上村晃
一会員、渋谷会員、村越会員にお願い致します。２月は世界理解月間ですので、

国際奉仕の高島会員にお願い致します。３月は会長と打ち合わせをしながら決めさせていただき、
４月は雑誌月間ですので、広報の鈴木会員にお願い致します。５、６月も会長と打ち合わせを致し
ます。どうぞよろしくお願い致します。
　会員増強については、この会を続けて行けるように皆様に協力していただきたいと思います。

米田委員長プログラム委員会報告
　アラモアナＲＣより、東北の震災の学校を援助したいので、一つ選んでほし
いという依頼が来ているというお話を先日しました。たまたま私のお客さんで石
巻市で会社をされた方がいて、会社も工場も在庫も全部流され、無一文になら
れました。津波を逃れ、雪の降る３月１１日の夜中に屋上で一晩耐えて、何とか
生き延びました。救助された時は体温は２６度で凍死寸前だったそうです。現在、
大阪で事業を再開されていて、大震災で孤児になった子ども３歳から１８歳まで
の子を引き取って養育をしようというプロジェクトが動き始めています。自宅は半

壊ですが、その家をこのプロジェクトに提供されるそうです。アラモアナの方にこの話をしたところ、
アラモアナの方ではマッチンググラントを組んで是非協力したいとのことです。できれば当方もそれ
に参加できればと考えています。まだ決定ではありませんが、とりあえず今そういう状況です。

瀧日委員長姉妹クラブ委員会報告

星野会員より
「協同病院の大部屋にいらっしゃり、普段ほとんど寝ている状態だそうです。歩
行ができず、車いすで移動なさっているそうです。食事は一人では取れず、ほと
んどご家族とは話はされないそうです。
　奥様としては家に戻ってから顔を見にきていただきたく方がありがたいとのこ
とです。奥様がロータリーを退会したらどうかと話すと、本人はうんとおっしゃ
らないそうです。」

上村晃一会員より
「先週、たまたま家内と向こうを通ったものだから、病院に寄って尾上先生を訪
ねました。１１時頃には寝ておられましたが、１２時頃に看護婦さんと食事をさ
れていて、食後に、自分の方から色 お々話されました。握手までされ、良い方
向に向かっているようでした。
　ある程度たてばお元気になれらるのではないかと思います。是非回復され、
皆さんと歓迎できればと思います。」

尾上会員の近況

　実は、かねてから療養中だった家内の父、田口邦雄が今日の午前１時に息を
引き取りました。父は星野邦夫先生と親交があり、意気投合し、私が幼稚園を
引き継ぐのもその流れの中にありました。
　大正１０年生まれで９１歳でした。幼い頃は、勉強なんかしないで牛の世話を
しろと言われていたそうで、大木の上に隠れて本を読んでいたそうです。家が
貧しかったので、昼間は税理士事務所でアルバイトして、中央大学の法学部に
進みました。３年で司法試験に受かり、判事を２０年勤め上げました。その後、

弁護士になり、馬車馬のように人生を駆け抜けたような気がします。やる事がすごく、例えば、もと
最高裁判事がやめてから民間の法律事務所で務めるということはなかったのですが、先陣を切った
のが父でした。また、不動産が好きで、荒井さんに色 お々世話になりました。自分のやりたい事を
貫いてきた人だと思いますが、ここ数年、母が亡くなって、優しい顔つきになってきました。馬車馬
のようだけれど、困った人に対する愛情を感じました。
　２日がお通夜で、３日の日が本葬の予定です。父が遺してくれた、がむしゃらさ、また年をとって
優しく変わって行けるという一つの希望を胸に刻みながら歩んで行きたいと思います。ありがとうご
ざいました。

鈴木会員より

本日の報告はありません。
荒井会員代理親睦活動委員会報告

２１名出席（全員で２５名）　出席率８４.０％
佐藤委員長出席報告
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ロータリーの友　事務局	 ホームページ	 www.rotary-no-tomo.jp
	 メールは	 web@rotary-no-tomo.jp

我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

・松戸北ＲＣ、野田東ＲＣより活動計画書受理。
・８月のロータリーレートは１ドル８０円です。

松本幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額

志賀会員 忙しいお盆が終わりやっと静かになりました。 １０,０００円　

井上会員
3回例会を欠席しました。
夏は子供のサマーキャンプなど忙しい季節です。

３,０００円　

鈴木会員
父田口邦雄　昇天致しました。東京西 RC、我孫子顧問
弁護士時代大変お世話になりました。

５,０００円　

瀧日会員 ガバナー公式訪問の写真ありがとうございました。 １,０００円　

高橋会員
ガバナー公式訪問の写真頂きました。
ありがとうございます。

１,０００円　

米田会員 鈴木会員の話が素晴らしかった。 １,０００円　

丸田会長 体重が減らない。ん〜残念。 １,０００円　

当 日 計 ２２,０００円　

今期累計 ８４,０００円　

ニコニコＢＯＸ


