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第13回(通算1301回)10月4日(木)｢それでこそﾛｰﾀ ﾘｰ」

第14回(通算1302回)10月11日(木)｢四つのﾃｽﾄ」

2012～2013

クラブ年度テーマ
『ありがとうと言われるクラブ作り ありがとうと言える仲間作り』
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点鐘・開会宣言・歌唱

会長時間

第７例会記録(プログラム)

【第１３回 １０月４日(木)】
卓話「日本の美意識について」

ｹﾍﾞｯｸｶﾘﾀｽ修道女会ｼｽﾀｰ 湯原美陽子様

私は大学で国文学を専攻し､日本人の美意識を研究し

ました。
東日本大震災では一番大事なものは命でした｡車やﾃﾚ

ﾋﾞではなく､真っ先に愛する人の命を心配しました｡
今でも遺体を探している話を聞きますが､これは日本人

の特色であり､生命観が表れています｡魂と肉体を分け
ることなく全人的な人間を感じます。

ここに日本人の感性と意味づけが現れていると言え
ます｡ ｺｵ ﾛｷﾞの鳴き声を聞いてもそれに意味づけをしま

す｡外人は心を理性と感情に分けますが､日本人は分け
ません｡
日本人は全てのものに「somet hing great｣を感じま

す｡ｷﾘｽﾄ教は一神教なので日本では流行らないのです｡
このような感性を若い人たちに伝えていかなければい
けないと思います｡

今､私は胎児の人権を守る運動に関わっています。

NPOｴﾝﾌﾞﾘ ｵ資金の活動で､東北大震災でも手助けしまし
た。胎児は生まれないと人権が認められません｡今少子
化が言われていますが堕胎も多いのです｡このように軽
んじられている命を救うため､命を大事にすることを後

世に伝えなければいけないと思います｡これは女性だけ
の問題ではありません。男性がいてこそ子供も出来ま
す｡ここにいる皆さんもお考えいただけたらと思います｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
◆10月4日(木)(敬称略､順不同)
三家 護 第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ ､７ｸﾗ ﾌﾞのｶﾞ ﾊﾞﾅｰ公式
訪問を終えることが出来ました｡
茅根正之 湯原美陽子様､森由美様ようこそおいで下さ
いました｡湯原様､卓話をよろしくお願いします｡
森 正一 湯原様､卓話をよろしくお願いします｡
◆10月11日(木)
茅根正之 橋本均様､ようこそおいで下さいました｡
卓話を宜しくお願い致します｡
森 正一 橋本さん､卓話を宜しくお願いします｡

＊10月4日(木)
10月は米山月間ですので､米山記念奨学金事業の成立

について話します。

1952年東京RCの古沢丈作会長が日本ﾛｰﾀﾘｰの礎を築
き､その発展に尽くした故米山梅吉の記念のため米山

基金を創設しようと米山奨学金特別委員会を設けた
ことに始まります｡委員会は25名で個人から千円以上

企業から1万円以上の寄付を募りました｡大卒の初任

給が8千円程度の時代､2年後には約270万円が集まり
ました｡1954年9月ﾊﾞ ﾝｺｸﾛｰﾀ ﾘｰの推薦ｿﾑ ﾁｬｰﾀﾞが第１号

の奨学生でした。

お客様
＊10月4日(木)
湯原美陽子様(ｹﾍﾞ ｯｸｶﾘﾀｽ修道女会ｼｽﾀｰ)卓話者

森 由美様(森会員ご夫人)

持田 裕司様(持田会員お孫様)
＊10月11日(木)

橋本 均様(川崎西RC)卓話者

報 告
＊理事会報告
1.11月のスケジュール

11月1日(木)卓話 高津消防署 酒寄恵司副署長様

第5回定例理事会
8日(木)→10日(土)地区大会 ﾊﾟｼ ﾌｨｺ横浜

15日(木)移動例会 防災教室 久末小学校
22日(木)夜間例会 卓話

29日(木)卓話 新入会員

2.入会予定者 伊藤寿一様 承認されました。
3.10月25日(木)親睦移動例会 予算書 承認

4.11月10日(土)地区大会は11:00武蔵溝ノ口駅集合

5.養護学校慰問の件 平成25年5月30日(木)に実施
6.指名委員会発足10月11日(木) 

第1回指名委員会10月18日(木)1 7:00 ﾎﾃﾙKS P

7.創立30周年記念例会実行委員長の件 細谷和彦幹事
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10月4日 27 25 17 8 68% 9 6 88%

10月11日 27 25 14 11 56% 2 1 96%

寄付報告

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

10/4 11 12,000 110,000 300,000 37%

10/11 8 8,000 118,000 300,000 39%

10/4 12 12,000 115,000 500,000 23%

10/11 8 8,000 123,000 500,000 25%

10/4 11 13,000 167,000 800,000 21%

10/11 9 11,000 178,000 800,000 22%

10/4 11 11,000 129,000 600,000 22%

10/11 9 10,000 139,000 600,000 23%
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クラブ会報委員会
三富末雄委員長 福嶋 徹副委員長 石川演慶委員
本藤光隆委員 編集担当 ： 本藤光隆 三富末雄

【第１４回 １０月１１日(木】
卓話「パソコンの怖～い話」

インターネットには十分注意！
・ワンクリック請求 ・ソーシャルネットワーク

川崎西RC 橋本 均様

☆予防策
1.PC利用者向け：

意思確認画面で容易に｢はい｣ﾎﾞ ﾀﾝをｸﾘ ｯｸしない

2.未成年者がいる家庭向け：

有害ｻｲﾄ ﾌﾞﾛｯｸ ｿﾌﾄ/ｻｰ ﾋﾞｽを利用
3.ｳｨﾙｽｿﾌ ﾄを必ず入れる

☆IPA相談窓口HP(独立行政法人情報処理推進機構）

PCを再起動してもｱﾀﾞﾙﾄｻ ｲﾄ登録画面が表示されたり､

その画面を閉じても繰返し表示される動作はｺﾝﾋﾟｭ ｰﾀｰ

ｳｨﾙｽによるものです｡次の順序で対応して下さい｡

1.｢お気に入り（ﾌﾞｯｸﾏｰｸ）｣に登録

2.再発防止のため必ず全てに目を通す
3.Wind owsでのｼｽﾃ ﾑの復元の実施手順というﾘﾝｸをｸﾘｯ

ｸし説明を読む

4.具体的な手順書に従って｢ｼｽ ﾃﾑの復元｣を行う
5.質問がある場合､安心相談窓口の｢よくある相談と

回答(FAQ) :ﾜﾝｸﾘ ｯｸ請求｣を読み､解決しない場合電

話､電子ﾒｰﾙ､FAXで相談する

☆まとめ

怪しいときは容易にｸﾘｯｸしない。閉じてしまう｡
ﾌｪｲｽﾌﾞ ｯｸは情報が筒抜けなので気を付ける。

でもﾊﾟｿｺﾝは便利です！

＊会長謝意 茅根 正之会長
25年前はﾊﾟｿ ｺﾝにﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが入っていなかったので､

私は自分で作ったものでしたが､昔は今のような怖さが
なくてよかったものです｡

本日は大変ためになるお話をありがとうございました｡


