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2014 年 9 月 25 日　第 2573 回 例会 
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『それでこそロータリー』

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　　　　　入会予定者　菱沼 国男 様　　　

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp
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？　

 幹事報告　芹川 直行 会員　
＊ロータリーの友　

＊ガバナー月信

＊ガバナー・ノミニー選出の件

　　　候補者提案に関する告知

＊地区大会選挙人会について

＊青少年交換プログラム

　　　　　　アンケート回答依頼

＊地区・新会員入会報告書新書式

＊地区協議会報告書

＊米山月間資料

＊１０月 RI レート　１$＝１０６円

＊三浦青年会議所　１０月公開例会協力依頼

＊三浦市国際交流協会ニュース

＊当クラブ７月週報

・会員総数：25 名

　本日出席：16 名　欠席：9名　出席率 64%

・MAKE UP　

　鈴木康仁、鈴木正孝、土田成明

　芹川直行、秋本清道　（第 1G 三役会）

により、出席率は 84％となります　　　　　　　

 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様こんにちは、今日は入会

予定者の菱沼さんがお出で下さ

いました。宜しくお願いします。

そして出席者が多く、会長とし

て胸をなで下ろしている所で

す。人数が多いと活気がでます、

久しぶりに来た方、引き続き出

席をお願いします。今週までに

特に会長報告はありません。　

　ところで皆さんロータリーの三大義務をご存知で

しょう。入会年数の浅い方はご存じない方がいると

思います。まずは会費の納入です。次は例会の出席。

最後はロータリー雑誌の購読です。この雑誌とは、

今日皆様のお手元に届いているロータリーの友やガ

バナー月信などの事を言います。あまり読まれてい

ないようですが、中には面白い記事などもあり、他

クラブの活動やロータリーの歴史などが分かりま

す。是非読んで頂きたいし、購買ではなく購読なの

で読む事も義務になっていますので、宜しくお願い

します。今日は岩野明さんの卓話です。楽しみにし

ています。　　　　　　　　　　　　　　　　

　今日もどうぞ宜しくお願いします。

2573-2

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日    前回迄   累　計   
ニコニコ 15,000 円  86,000 円 101,000 円
財      団 2,000 円 17,000 円 19,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円  19,000 円 20,000 円
米　　山 1,000 円 18,500 円 18,500 円
周　　年 0 円 2,000 円 2,000 円
　 計 19,000 円 142,500 円 161,500 円

 ニコニコ BOX 報告　芹川 直行 会員

・鈴木正孝　岩野さん、卓話よろしくお願いします。

　菱沼さん、ようこそお出で下さいました。

　よろしくお願いします。

・芹川直行　岩野さん、卓話楽しみにしています。

　菱沼さん、ようこそ。

・鈴木康仁　岩野さん、卓話楽しみにしています。

・高木　巌　前回欠席のおわび。

　岩野さん、卓話楽しみです。

　菱沼さん、入会おめでとうございます。

・菊池　恵　前回欠席のおわびです。

・笠倉正弘　岩野さん、卓話楽しみにしています。

・藤喜代司　岩野さん、卓話楽しみにしております。

・鈴木明徳　入会月祝を頂きました。

・長瀬六朗　岩野会員の卓話を楽しみにしております。

・佐藤周一　岩野さん、卓話がんばって下さい。

・奥山浩司　岩野さん、卓話楽しみにしています。

 委員長報告　
● 鈴木 康仁 第1Gガバナー補佐

　＜高校生奨学金について＞

 卓　話　　岩野　明 会員　
　7月より入会致しました岩野明

と申します。宜しくお願いいたし

ます。

　以前私の叔父がご一緒させて頂

いておりまして、まだ私が子供の

頃に油壺観光ホテルで行われまし

たクリスマス会に度々参加させて

いただき、会場がちょうど良い暗

さで雰囲気もとても和やかで、毎

年楽しくわくわくしていた事を思

い出します。この度自分がそのメンバーに入会させて頂き、

とても光栄に思っております。

　今回は今まで大きな病気一つ経験のなかった私を襲いま

した腎臓結石についてのお話をさせて頂きます。

経緯　昨年8月血尿がでて腎泌尿器科を受診。　レントゲ

ンで黒いものが見つかり、腫瘍か結石か確かめる為に9月

に造影剤で検査。結果は腎臓で出来た結石が、移動して尿

管にあるとの事。今後激しい痛みが出ると思われるが、6ミ

リ（尿管は4～7ミリ）なので排出されることを期待して

痛み止めのみ処方された。その後激痛（陣痛に匹敵するそ

うです）に何度も見舞われる。激痛の原因は結石が尿管を

塞ぎ、腎盂が腫れたり、尿管が痙攣を起こしてしまう事に

よる。その後3ヶ月経過するも結石の移動がなく、結局機

械で結石を破砕する体外衝撃波結石破砕治療を受けること

になり、今年の２／７に横須賀共済病院で破砕手術を受け

た。費用は6万円（健康保険適用）で1時間ほどで終わったが、

処置により結石が2つに割れ、その後4ヶ月かかって尿管・

膀胱を経由して排出された。結石の成分はシュウ酸カルシ

ウムであった。

　原因　食事で体内に入ったシュウ酸が、通常は消化器管

内でカルシウムと結合して体外に便と一緒に排出されるの

だが、処理しきれない過剰なシュウ酸は尿に入り、尿中の

カルシウムと結合して結石になる。シュウ酸を多く含む食

事の摂り過ぎ及びカルシウム不足が原因であるといわれて

いるが、それ以外にも遺伝性など不明な点はまだ多い。

シュウ酸を多く含む食品（ほうれん草・コーヒー・紅茶・緑茶・

動物性たんぱく質）

　対策　シュウ酸を多く含む食品の摂り過ぎに注意。（上記）

摂る時はほうれん草に鰹節をかける・コーヒー紅茶にはミ

ルクを入れるなど、カルシウムを一緒に摂るように心がけ

る。カルシウムの摂取（1日６００ミリグラム以上）を習慣

にする（サプリメントなど）。水分を多く取る（1日2リッ

トル以上）。夜遅い食事はなるべく避ける。

　男性は11人に1人・女性は26人に1人は腎臓結石にな

るという統計があります。また腎臓結石の再発率は４０％

といわれています。皆様も経験のある方は多いと思われま

すが、今後食生活に気をつけていただけたらと思います。

 出席報告　芹川 直行 会員　
・会員総数：25 名

　本日出席：17 名　欠席：8名　出席率 68%

・MAKE UP　

　高木　巌（地区会議）　

　　　　　　　により、出席率は 72％となります

三崎魚市場
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を話されました。カウンセラーを受け持ったロータ

リアンが、奨学生との勉強やお世話について、いろ

いろと細かいことを、７クラブのカウンセラーが、

皆さんは、奨学生は優秀であるなど、情熱を持って

前向きな話をされました。

　そこで、奨学制度の光と陰の部分についてお話し

します。奨学制度は米山梅吉さんの功績をたたえて

1952 年、戦後昭和 27 年につくられました。今年で

62 年続いていることになります。これまでに 18000

人が奨学金を受け、その後世界の各地で活躍されて

います。

　米山梅吉さんは、若い頃自分が苦学をされた経験

からこの制度を思いつきました。また、前の世界大

戦で日本が東南アジアに多大な迷惑をかけたので、

その罪滅ぼしの意味もあったと聞いています。私は

東南アジアの苦学生に資金を出して勉強の手助けを

するのが奨学制度であると今までは思っていまし

た。ところが世界が豊かになってきたからか、日本

に留学を希望する苦学生にではなく、日本に留学し

た選ばれた学生に奨学金を送ります。中には、外国

の金持の学生にも、試験が通れば奨学金が与えられ

ます。なでそんなことになるのか、彼らにしてみれ

ば小遣いをもらうようなものです。米山奨学金をも

らうのはステイタスであると考えている学生もいま

す。私たちの寄附金の努力が無駄になっているよう

な気がする。これは陰の部分になります。

　今度は光の部分についてです。鎌倉中央 RC の小

島さんが米山奨学委員会のために歌を作詞作曲しま

した。「世界のかけ橋」という歌です。奨学生は世

界の懸け橋になることへ夢を見、世界に羽ばたこう

としています。世界の人が仲良くなるように願い、

戦争のない世界、豊かに暮らせる世界を目指します。

今、中国と日本は尖閣諸島でぎくしゃくしています

が、中国国民が全部が問題を起こしているわけでは

ありません。草の根の友好が国と国との平和に役立

ちます。

　10 年位前のことです。韓国の米山奨学生が、三

浦ロータリーに卓話に来ました。豊臣秀吉が朝鮮を

侵略し、第 2次世界大戦では韓国を植民地にした。

と、かんかんにたって怒って話をされたことがあり

ます。現在は従軍慰安婦問題、靖国神社問題と、摩

擦の種は絶えません。私たちは過去をふり返りなが

ら他の国の人々とどう友好を保っていくか努力をし

なければいけないと思っています。

　ロータリーの奨学制度は、他国との理解友好を保

つには大いに役立っている制度です。この制度のた

めには資金が要ります。

　米山奨学事業には普通寄附金と特別寄附があります。

なんで 2種類あるのか。

　1967 年（S42 年）、今から 47 年前になります。任

意団体であった米山奨学事業を財団法人にしようと

して国に申請を出しました。そうしましたら文部省

は「安定財源が確保されていない」から財団法人の

許可はだめだと言いました。日本の全クラブが一定

の金額を寄附してもいいですよという約束をし、一

定収入の寄附金が見込めるということで財団法人の

設立許可を得ることができました。これが各クラブ

の普通クフです。クラブの会費から年に一人 5000

円拠出しています。事務的に処理されているので皆

さんは会費の中から出ている意識は薄いと思います。

　特別寄附は個人の自由意志で行われる寄附です。

ではこの特別寄附はいくら寄附をしているか、平均

すると年一人 1万円です。普通と特別寄附を合わせ

ると年 15000 円になります。この前のセミナーでは

渡辺治夫ガバナーは一人 20000 円を寄附して下さい

と言っていました。三浦ロータリーの米山委員会と

しては毎月一回、1000 円を米山ボックスに入れて

頂ければありがたいです。

　2013 年度は 830 人が奨学金を受けていて、約 15

億円が支払われています。1人年間事務費込みで 1

人当たり 180 万の支出になります。

　全国で奨学生 1年間 800 人。事業費は 14 億円。

収入 13 億円。この差額は積立金を取り崩していま

す。人数は多い時には 1000 人で、お金が足りない

と人数は 800 人からもっと減ることになるかもしれ

ません。

　よろしくお願い致します。
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経緯　昨年8月血尿がでて腎泌尿器科を受診。　レントゲ

ンで黒いものが見つかり、腫瘍か結石か確かめる為に9月

に造影剤で検査。結果は腎臓で出来た結石が、移動して尿

管にあるとの事。今後激しい痛みが出ると思われるが、6ミ

リ（尿管は4～7ミリ）なので排出されることを期待して

痛み止めのみ処方された。その後激痛（陣痛に匹敵するそ

うです）に何度も見舞われる。激痛の原因は結石が尿管を

塞ぎ、腎盂が腫れたり、尿管が痙攣を起こしてしまう事に

よる。その後3ヶ月経過するも結石の移動がなく、結局機

械で結石を破砕する体外衝撃波結石破砕治療を受けること

になり、今年の２／７に横須賀共済病院で破砕手術を受け

た。費用は6万円（健康保険適用）で1時間ほどで終わったが、

処置により結石が2つに割れ、その後4ヶ月かかって尿管・

膀胱を経由して排出された。結石の成分はシュウ酸カルシ

ウムであった。

　原因　食事で体内に入ったシュウ酸が、通常は消化器管

内でカルシウムと結合して体外に便と一緒に排出されるの

だが、処理しきれない過剰なシュウ酸は尿に入り、尿中の

カルシウムと結合して結石になる。シュウ酸を多く含む食

事の摂り過ぎ及びカルシウム不足が原因であるといわれて

いるが、それ以外にも遺伝性など不明な点はまだ多い。

シュウ酸を多く含む食品（ほうれん草・コーヒー・紅茶・緑茶・

動物性たんぱく質）

　対策　シュウ酸を多く含む食品の摂り過ぎに注意。（上記）

摂る時はほうれん草に鰹節をかける・コーヒー紅茶にはミ

ルクを入れるなど、カルシウムを一緒に摂るように心がけ

る。カルシウムの摂取（1日６００ミリグラム以上）を習慣

にする（サプリメントなど）。水分を多く取る（1日2リッ

トル以上）。夜遅い食事はなるべく避ける。

　男性は11人に1人・女性は26人に1人は腎臓結石にな

るという統計があります。また腎臓結石の再発率は４０％

といわれています。皆様も経験のある方は多いと思われま

すが、今後食生活に気をつけていただけたらと思います。

 出席報告　芹川 直行 会員　
・会員総数：25 名

　本日出席：17 名　欠席：8名　出席率 68%

・MAKE UP　

　高木　巌（地区会議）　

　　　　　　　により、出席率は 72％となります

三崎魚市場
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を話されました。カウンセラーを受け持ったロータ

リアンが、奨学生との勉強やお世話について、いろ

いろと細かいことを、７クラブのカウンセラーが、

皆さんは、奨学生は優秀であるなど、情熱を持って

前向きな話をされました。

　そこで、奨学制度の光と陰の部分についてお話し

します。奨学制度は米山梅吉さんの功績をたたえて

1952 年、戦後昭和 27 年につくられました。今年で

62 年続いていることになります。これまでに 18000

人が奨学金を受け、その後世界の各地で活躍されて

います。

　米山梅吉さんは、若い頃自分が苦学をされた経験

からこの制度を思いつきました。また、前の世界大

戦で日本が東南アジアに多大な迷惑をかけたので、

その罪滅ぼしの意味もあったと聞いています。私は

東南アジアの苦学生に資金を出して勉強の手助けを

するのが奨学制度であると今までは思っていまし

た。ところが世界が豊かになってきたからか、日本

に留学を希望する苦学生にではなく、日本に留学し

た選ばれた学生に奨学金を送ります。中には、外国

の金持の学生にも、試験が通れば奨学金が与えられ

ます。なでそんなことになるのか、彼らにしてみれ

ば小遣いをもらうようなものです。米山奨学金をも

らうのはステイタスであると考えている学生もいま

す。私たちの寄附金の努力が無駄になっているよう

な気がする。これは陰の部分になります。

　今度は光の部分についてです。鎌倉中央 RC の小

島さんが米山奨学委員会のために歌を作詞作曲しま

した。「世界のかけ橋」という歌です。奨学生は世

界の懸け橋になることへ夢を見、世界に羽ばたこう

としています。世界の人が仲良くなるように願い、

戦争のない世界、豊かに暮らせる世界を目指します。

今、中国と日本は尖閣諸島でぎくしゃくしています

が、中国国民が全部が問題を起こしているわけでは

ありません。草の根の友好が国と国との平和に役立

ちます。

　10 年位前のことです。韓国の米山奨学生が、三

浦ロータリーに卓話に来ました。豊臣秀吉が朝鮮を

侵略し、第 2次世界大戦では韓国を植民地にした。

と、かんかんにたって怒って話をされたことがあり

ます。現在は従軍慰安婦問題、靖国神社問題と、摩

擦の種は絶えません。私たちは過去をふり返りなが

ら他の国の人々とどう友好を保っていくか努力をし

なければいけないと思っています。

　ロータリーの奨学制度は、他国との理解友好を保

つには大いに役立っている制度です。この制度のた

めには資金が要ります。

　米山奨学事業には普通寄附金と特別寄附があります。

なんで 2種類あるのか。

　1967 年（S42 年）、今から 47 年前になります。任

意団体であった米山奨学事業を財団法人にしようと

して国に申請を出しました。そうしましたら文部省

は「安定財源が確保されていない」から財団法人の

許可はだめだと言いました。日本の全クラブが一定

の金額を寄附してもいいですよという約束をし、一

定収入の寄附金が見込めるということで財団法人の

設立許可を得ることができました。これが各クラブ

の普通クフです。クラブの会費から年に一人 5000

円拠出しています。事務的に処理されているので皆

さんは会費の中から出ている意識は薄いと思います。

　特別寄附は個人の自由意志で行われる寄附です。

ではこの特別寄附はいくら寄附をしているか、平均

すると年一人 1万円です。普通と特別寄附を合わせ

ると年 15000 円になります。この前のセミナーでは

渡辺治夫ガバナーは一人 20000 円を寄附して下さい

と言っていました。三浦ロータリーの米山委員会と

しては毎月一回、1000 円を米山ボックスに入れて

頂ければありがたいです。

　2013 年度は 830 人が奨学金を受けていて、約 15

億円が支払われています。1人年間事務費込みで 1

人当たり 180 万の支出になります。

　全国で奨学生 1年間 800 人。事業費は 14 億円。

収入 13 億円。この差額は積立金を取り崩していま

す。人数は多い時には 1000 人で、お金が足りない

と人数は 800 人からもっと減ることになるかもしれ

ません。

　よろしくお願い致します。
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