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本日のお客様 

新千葉ＲＣ         森島 弘道  様 

千葉市 保健福祉局 健康部 健康支援課 

課 長 補 佐  増田 幸一 様 

健康指導員  渡辺 貴子 様 

 

山本 成人 会長 

 

皆さん今晩は。 

本日は、知っているようで知らない話をさせて頂

きます。 

１９４５年(昭和２０年)８月は、ご存じの通りで

す。８月６日に広島、８月９日に長崎、で１５日

に終戦です。 

当社は、２０年前ぐらい前から、原子力発電所の

システムに携わっています。そこで、飲みに行け

ば当時は原発、放射能の話をいろいろ聞かされま

した。初めて聞く話がいろいろあり、相当に自分

は無知だなと思っていました。 

今回の福島の事件以来、原発の話題がよく出てき

て、当時、聞いた話を話すと、意外とみんな知ら

ない話がありましたので一つご紹介させて頂きま

す。 

一回は原爆の映画、ドラマ等見たことがあると思

います。そこで、投下後の映像で、悲惨な現状を

見られていると思います。皮膚全体が焼けただれ

たようになっていますよね！ 

何故か解りますか？ 

大半の人が、すべて爆風による火傷だと思ってい

ます。実は違うんです。放射線被ばくにより、垢

がとれて、とれた皮膚を再生出来ないため、皮膚

全体が焼けただれたようになるそうです。 

大量の放射線被ばくによって DNA による「生命

情報」がズダズダに引裂かれて、皮膚の再生能力

が失われてしまったことが原因だそうです。さら

に、この現象は皮膚にとどまらず、内蔵も骨も筋

肉も胃も腸も焼けただれてしまい、細胞が再生さ

れず、どんどん下血をして血液が失われていくそ

うです。 

私の周りで意外と、知らない方が多かったので仕

事の中で得た情報として職業奉仕としてお話をさ

せて頂きました。 

理事会報告 

９月３日に行われました第３回定例理事役員会

のご報告をいたします。 

協議事項 

 １１月のプログラム( 協議続行 ） 

第３分区Ａガバナー補佐  平山 勝己 

国際ロータリー会長    田中 作次 

第２７９０地区ガバナー  得居  仁 

幹事 吉田 朋令 

会長 山本 成人 

会 長 挨 拶 



 

第一週：会員卓話（高山ＰＰ） 

第二週：会員卓話（市原会員、洪会員） 

第三週：ゲスト卓話で高山ＰＰより紹介の方

を考えています。 

第四週：第２回の炉辺会議を実施します。 

場所等の詳細は引き続き協議します。 

 忘年家族例会日程（審議へ） 

   １２月１０日 

審議事項 

 １０月のプログラム（可決） 

第一週：クラブフォーラム（職業奉仕月間に因

んでテーブル討論） 

第二週：祝日(体育の日)の為休会 

第三週：ゲスト卓話 佐々木 正光 氏 

第四週：地区大会(２１日)に振替 

第五週：第１回炉辺会議 １８：３０ 

場所：『かんたろう』 

 協議事項のうち審議事項になった案件 

忘年家族例会は１２月１０日（可決） 

 

 

誕 生 日 祝 い 

 

 

市原 親一 会員 

 

 

結 婚 記 念 日 祝 い 

         

 

吉田 朋令 幹事 

 

 

吉田 朋令 幹事 

 

 第３分区Ａ合同ゴルフ会開催のご案内 

平成２４年１１月１６日（金） 

時間：スタート９：０３ 

場所：浜野ゴルフクラブ 

多数の皆様のご参加をお待ちしております。 

 新入会員歓迎会及び髙山ＰＰを祝う会 

平成２４年１０月１３日（土） 18：00 

かつうら・久七丸  043-227-0370 

 

 

 

 

 

９ 月 の お 祝 い 

幹 事 報 告 



 

 

ロータリー財団委員会  宍倉 委員長 

 

テーブルの上に白い箱がありますが、「皆さんも

年１００ドルを」というＲ財団寄付の箱です。当

クラブは今まで箱を回していなかった関係で、年

次寄付に関心がなかったのですが、私が財団委員

長になったからには財団に年間１００ドル日本円

に換算いたしますと８０００相当とになりますが、

これをみんなでやってゆこうという事で、この寄

付金が回りまわって３年後には、地区の補助金、

あるいはＷＦ（ワールドファンド）として戻って

くる、それをどのように使うかは問題ありますが、

いずれにしても寄付しっぱなしではないというこ

とですので是非お願いしたいと思います。余談に

なりますが、今日お見えになっております森島さ

んのお父さんは、マルチプル・ポール・ハリス・

フェローを、たくさん回数を重ねておられるとい

う事です当クラブでは会長を終わるとマルチプ

ル・ポール・ハリス・フェローなるのが常道とな

っておりますが、寄付するだけではなく色々な意

味で還元されるという事で理解していただきたい

と思います。 

この寄付金は昨年から税金の寄付金控除の対象

になっております。これも森島さんのお父さんが

頑張っていただいたと聞いております。そのよう

なことで皆さんのご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

 

 

親睦活動委員会  田中 委員長 

 

 まず一点目は、お詫びと訂正について報告致

します、平成２４年１０月１３日(土)に武田 

孝義 会員  市原 親一 会員の入会、又再

入会の 洪 春花 会員の歓迎会と高山 正孝

PP が総務大臣表彰を受賞され、祝う会を予定

しておりますが、前回の例会では開始時間を

18：30 と報告致しましたが、18：00 に変更に

成りましたので宜しくお願い致します。場所

等は、変更有りませんので FAX 又メール等で

連絡致します。 

 二点目は、前日９月９日に行なわれた、ワン

ダラーゴルフコンペについての成績発表で

す！３位まで発表致します。 

優勝 加藤 PP 準優勝 ゲストの大宮 幹夫 様 

3 位 武田 康 会員 でした。 

以上有難うございました。 

社会奉仕・新世代委員会    加藤委員長 

 

今年度計画しております、モノレール千葉駅２Ｆ

広場へベンチおよび観葉植物を設置する打ち合わ

せに行ってまいりました。時期的には１０月８日

委 員 会 報 告 



 

に当該場所にてイベントがあるので間に合えばそ

の時に寄贈式を行えるように準備したいと思いま

す。詳細が決まりましたら報告いたします。 

クラブ研修委員会      加藤委員長 

１０月１日の例会は理事会報告でもあったように

クラブフォーラムです。当日は「職業奉仕月間に

因んで」という事でロータリーの職業奉仕につい

てテーブル討論を行います。クラブ活動計画書第

１ページに載っております「ロータリーの職業宣

言」をあらかじめよく読んで、自分の職業に於い

て該当するような部分があればそれをテーブルで

発表していただきます。時間の関係で、テーブル

ごとの壇上発表はありません。宜しくお願いいた

します。 

 

武田 孝義 会員 

「縁あって千葉に」出逢うた人々 

 

私は山形の生まれです。高校を卒業して就職する

時、三つの選択肢がありました。一つは有名な山

田守建築設計事務所、一つは水野設計、もう一つ

はゼネコン関係。本当は山田守建築設計事務所に

行きたかったのですが、経歴を見たら高校生が誰

もいないという事で心がしぼんでしまいました。

そこで親と相談し、親が心配しないところという

事で先輩も二人いたので水野設計にと言うのが実

情です。入社試験では簡単な住宅の図面を書き課

題として入社までに図面を送りそれを見て入社で

きるかどうか決めるという事でした。それを送っ

てから採用通知が来たのが翌年の４月です。 

入社の為山形から水野設計来て当日社長との面

談の中で、社長が「おまえは何をしたいのか」と

言われ建物の設計の事ではなく「私は絵を描きた

い」と、言ってしまいました。これが私の人生を

変えたのかもしれません。その時、社長が無言で

何かを書いて私に渡しました。それが花田忠吾先

生への紹介状でありました。私はすぐにそれを持

って千葉寺まで行き、先生に会いました。先生は

「来い」という事でしたが、千葉に来た当日で泊

まるところもなく、事務所に戻って報告をしまし

た。「だめ」だと言われてないので入社できたのだ

ろうと思い、事務のおじさんも残りなさいと言っ

ているので千葉にいることになりました。 

それから１０年間水野設計に在籍いたしました。

その間千葉市のヨットハーバーなど色々な仕事を

させていただきました。その中で人との出逢いが

ありました。２０歳の時７０歳の建築家と出逢い

ました。その方が竹村新太郎先生でした。９０歳

で亡くなるまで２０年間の付き合いでした。その

間色々な有名な建築家と出逢いました。 

１０年経って丹下健三先生のシンガポールのプ

ロジェクトの募集がありました。そこでスタッフ

として１年半勤めました。我々が設計している規

模とスケールが違いました。 

その時丹下事務所が草月会館にありましたが、丹

下事務所は９：３０に終わるのですが私が帰る途

中にある黒川紀章事務所はまだ電気がついていて、

２４時間体制なのです。毎日千葉を６：００に出

て、帰るのが夜１１：００ごろですのでかなりき

つい状態でした。そのプロジェクトが終わって、

千葉ではミラマーレを設計された石本設計からオ

ファーがきてプロジェクト契約をしました。そこ

で大宮情報文化センター設計に参加しました。そ

こでも竹村先生との縁も感じました。 

竹村先生との付き合いの中で私も絵を描いてい

新 入 会 員 卓 話 



 

るという話をしたらデッサン会をやらないかとい

う事になり、チラシを配り始めました。初回は５

０名の方が集まりました。そこで２時間講義をし

ました。ところが、２回目は３０名になってしま

いました。自分の趣味で絵を描こうとする人が中

心で、だれもプロになろうとするような人は来な

かったのです。それから４回目くらいで描く事が

中心で、講義などしなくなりました。それが３０

年間続いて昨年１２月にグループ展を行いました。 

黒川紀章先生とのことは、自分がフリーの時たま

たま縁あってＪＲＡの企画のプロジェクトが舞い

込んで新潟競馬場と錦糸町の場外馬券売り場にち

ょっと参加いたしました。黒川事務所は社内のチ

ームで社内コンペをさせ、その中で良いものを任

せるという方法を取っていました。その中で韓国

のロッテワールドの一部を黒川事務所で設計をし

ているのですが、それも手伝わせていただきまし

た。ただ、そのような仕事はかなりきついもので

した。千葉で仕事をはじめたのですから、地元で

という気持になっていました。ちょうどその時２

０年前になりますが水野設計の社長から「暇か」

の一言。答えは「暇です」という事で昨年まで仕

事をさせていただきました。ところが水野社長も

今年で８７歳になります。昨年３月１１日の東日

本大震災があって急に元気がなくなりまして、急

に「会社引き継げ」という事になりました。俺で

いいのかという気持ちもありましたが、後誰もい

ないものですから引き継ぐことにしました。 

色々な人に翻弄されながら、自分から出会いを求

めて、設計であったり、設計以外の事であったり、

相手との付き合いの中で仕事が成り立っている訳

です。 

ロータリーも小川さんの紹介で入会しました。絵

の会はちょっと休部しておりましたが、毎回毎回

のモデルとか会場、連絡が大変な訳です。そのう

ち会場とモデルを小川さんがクリアしてくれたお

かげで再開することが出来ました。と言って３年

と８カ月経ちました。 

そのような意味でロータリーも含めて、出逢いが

あって皆さんとお会いできるという事なのです。

７月に千葉ＲＣの櫻木さんがお見えになりました

が、櫻木さんもその絵の会で過去スタッフとして

お手伝いして頂いた出逢いがありました。 

仕事柄公共建築を多く手がけましたが、公共建築

は一般住宅と違い多くの人たちが使うという観点

から設計する訳で基本的には自分のものではなく、

税金を払っている皆さんの為という事で設計する

ことを忘れないで行っております。 

最後に千葉に来てよかったか？という質問に対

しては「良かった」という事です。ありがとうご

ざいました。 

 

 

～チャレンジ運動講習会のご案内～ 

千葉市 保健福祉局 健康部 健康支援課 

課長補佐  増田 幸一 様 

健康指導員  渡辺 貴子 様 

 

働く皆さんが、心身ともに健康でいることは、元

気な会社であるために大切なことです。生涯を通

じて健康であるために、働き盛りの今こそ、健康

づくりに取り組みましょう。まずは、身体を動か

すことから健康づくりを始めてみませんか。 

事業所などで運動を始めたいグループに、運動ト

レーナーを無料で派遣します。仕事の合間のちょ

っとした時間を使って身体を動かすコツを覚え、

日常生活で無理なく体を動かしましょう。 



 

対象 

市内に所在する事業所などのおおむね 10～20 人

程度のグループ 

内容 

1 へルスチェック（当日の体調確認） 

2 健康づくりのための運動についての話 

3 運動実技指導 

時間 

３０分～９０分 ☆希望内容に合わせます 

注意事項 

会場は、参加される皆さんに運動ができる場

所を用意していただきます。 

（☆原則、屋内での実施を検討してください） 

参加される方は、水分補給用の飲料水等を用意

してください。 

普段より血圧が高めの方は、運動を見学してい

ただく場合があります 

受動喫煙防止対策をすすめましょう 

ＰＲステッカーをお配りしております。 

 

運動講習会・ステッカーの問合せ・申込先 

千葉市保健福祉局健康部健康支援課 

電話：043－238－9926  FAX：043－238－9946 

E メール：shien.HWH＠city.chiba.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

高山 ＰＰ 

９月６日でロータリーライフが１８年を越え

ました。来年も頑張ります。 

加藤 ＰＰ 

ゴルフ、また１等賞でした。皆さんのおかげ

です。 

飯田 会員・・・・・・・ 

佐藤 会員・・・・・・・ 

吉田(朋)幹事 

結婚祝いありがとうございます。２２年にな

ります。 

田中 会員 

９/９ ワンダラーゴルフに参加されたみな

さんおつかれ様でした。 

 

計 ２７，０００円 

    累計  ５７２，３００円 
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