
                   

皆様こんにちは。９月に入りましたが、残暑という

よりも連日猛暑が続いております。皆様の体調はいか

がですか？それでもここ数日前より早朝と夜中に涼

しい風が吹くようになり、秋の気配が感じられます。

暑いのもあと一週間か 10 日、辛抱ですね。

本日のお客様に、米山奨学生のマユリーの先生であ

ります日本工業大学工学博士の正道寺教授がお見え

になっております。後ほどお話をいただくことになっ

ております。また、我々の第 3 グループの仲間で 10

月 19 日にガバナー公式訪問を合同で行います、大宮

南東ＲＣ村松会長と父上の村松パスト会長に訪問い

ただいております。ありがとうございます。

さて、前回の納涼例会、厚川親睦委員長には大変お

世話になりました。横須賀の日米軍港めぐり、戦艦三

笠の見学、海軍カレーにクジラ料理の親睦会と暑い中

ではありましたが大変楽しい一日を過ごさせていた

だき感謝しております。私にとって興味深かったのは

戦艦三笠でした。日露戦争、日本海海戦の連合艦隊の

主力艦として空前の大勝利を収めました。その時の司

令長官、東郷平八郎海軍大将は薩摩藩士の子として鹿

児島に生まれ、西郷隆盛の西南戦争の時はイギリスの

商船学校へ留学中でしたが、日清戦争では、清国兵を

大勢乗せたイギリス商船を停泊命令に応じず撃沈し

た「高弁号」事件は世界的にも東郷の名を有能な指揮

官として有名にしたようです。「皇国の興廃・此の一

戦に在り、各員一層奮励努力せよ」の乙旗信号を掲げ

全軍の士気を鼓舞し、艦隊のＴ字戦法により、ロシア

バルチック艦隊を全滅しました。当時の作戦参謀が秋

山真之で四国松山生まれ、兄が秋山好古で騎馬隊長、

兄弟とも日露戦争で大活躍したことで有名です。ＮＨ

Ｋドラマ「龍馬伝」「坂の上の雲」を見ておりますと、

幕末から倒幕、維新、明治政府の立ち上げ、薩摩、長

州を中心とした昔人は偉かったと思いますね。国を憂

い、国を思い、気骨を持って外国と対峙、実行した明

治政府を今の政府も見習ってもらいたいと感じまし

た。以上、ありがとうございました。

2010 年 ９月１４日(火)第２９５回

■点 鐘  1２時 30 分

■例会場  ラフレさいたま

■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」

■プログラム主題 クラブフォーラム
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■例会日 毎週火曜日

■例会場 ラフレさいたま ５階

■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）

     １８：３０（第４・５）

■事務局  さいたま市中央区下落合

          4-14-14-2F

2010 年 ９月２１日(火)第２９６回

■点 鐘  1２時 30 分

■例会場  ラフレさいたま

■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」

■プログラム主題 外部卓話

地区職業奉仕委員長 川上孝次郎様
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平成２2 年 ９月 ７日 第２９４回例会 ＮＯ.２２５ 発行

会長/片山 金次郎    幹事/中山 祐太郎    週報委員長/秋本 昌治

ク ラ ブ テ ー マ   「 初 志 忘 れ ず  新 た な 息 吹 を 」

ＲＩテーマ

■会長挨拶              片山 金次郎
■ゲスト紹介

工学科に所属し、マユリーさんの指導教官をしており

ます。米山奨学生にご支援を頂き感謝申し上げま

す。是非とも次年度もよろしくお願いいたします。

マユリーさんはタイ・チェンマイに「麻薬リハビリセン

ター設立」を目指し、「パターン認識」での統計を学ん

でおります。１１月上旬の学会で「ＭＴシステムを応用

した麻薬常習患者に適した治療法の安定方法」とい

う修士論文の発表を行います。これからは多次元の

パターン認識の時代です。大変難しいですが、将来

的に有効的な研究に取り組んでおります。

            大宮南東ロータリークラブ

今年度２回目のＭＵです。９

月の公式訪問を合同でやらせ

ていただきます。会長はじめ会

員の皆様、ありがとうございま

す。当日は１名でも多くの会員

に出席してもらい欅ＲＣに迷惑

をかけないようにしたいと思っ

ております。頑張りますのでよ

ろしくお願いいたします。村松ﾊﾟｽﾄ会長

村松会長

日本工業大学 教授

正道寺 勉様

私はシステム工学専攻、情報



月日 会員総数 出席 欠席 出席率

9/ 7 16 12 4 75.00％

●第 3 回役員・理事会を開催いたしました

①10 月 9 日 社会奉仕事業 集合 11 時

②会費 2 期分と特別会費（分担金等）の納入に

  ご協力をお願いします。

③10 月 19 日のガバナー公式訪問は、大宮南東

  ＲＣとの合同開催となります。

④例回変更 10 月 26 日→10 月 30 日

会員増強担当の新人歓迎会に変更します。

⑤次回理事会の開催は 9 月 28 日 17 時です。

●ガバナー事務所より

①ＲＬＩパートⅡのご案内

日時：2010 年 10 月 16 日（土）9：45～

場所：越谷市中央市民会館

②9 月のロータリーレート １＄＝86 円

③当地区パストガバナー 田中作治様が、12～13

年度ＲＩ会長と指名委員会にて正式にノミネー

トされました。

■村松 秀樹様（大宮南東ＲＣ会長）

  皆さん、こんにちは。今年度約束の５回の内２回

目の訪問に来ました。けやきＲＣと大宮南東ＲＣと

の合同公式訪問が、野原ガバナー補佐、片山会長他

のご協力を頂きまして、大宮南東としては一生忘れ

ることのないように努力をいたしますのでよろし

くお願いいたします。来月の公式訪問の前にもまた

伺います。今年こんなに暑いのは初めてではないで

しょうか。暑さがちょっと違います。どうか皆様、

まだまだこの暑さにお気をつけください。

■村松 英明様（大宮南東ＲＣパスト会長）

  本日は欅ロータリークラブの皆様にお会いした

かったことと、６月上海で内木様と片山様にお世話

になったお礼と写真持ってきました。ありがとうご

ざいました。１０月１９日の合同公式訪問、よろし

くお願いします。

◆片山 金次郎会員

本日は日本工業大学の教授であり工学博士の正

道寺様、ようこそいらっしゃいました。マユリー並

びに学校等についてお話を頂ければありがたいと

思います。また、大宮南東ＲＣの村松会長、いつも

訪問頂きありがとうございます。父上様お久ぶりで

ございます。よろしくお願いします。

◇中山 祐太郎会員

  正道寺勉様、卓話楽しみにしております。大宮南

東ＲＣ村松会長、村松英明社長様、ようこそ当クラ

ブへ。

◆秋本 昌治会員

  私が硫黄島を平成１８年８月３１日に第１回目

の訪問をしてから４年が経過いたしました。そのタ

イミングに、梯久美子さんが「硫黄島 栗林中将の

最期」が文芸春秋から出版いたしました。

◇井上 久雄会員

米山奨学生 マユリーの指導教官 正道寺勉先生

本日はお忙しい中ようこそお出で下さいました。

また大宮南東ＲＣの村松会長、村松パスト会長、

ようこそお出で下さいました。正道寺先生にはマ

ユリーの大学院での研究についてお話しいただき、

マユリーへの理解をさらに深めたいと思っており

ます。本日はよろしくお願いします。

◆清宮 義雄会員

日本工業大学 正道寺先生、本日はご多忙中のと

ころ卓話ありがとうございます。本日は通院の為

早退させていただきます。大宮南東ＲＣの村松会

長、村松様、ようこそ。

◇田中 修会員

  日本工業大学 正道寺先生、本日はお世話になり

ます。よろしくお願いいたします。村松様、本日は

ようこそ。

◆寺沢 良治会員

  本日は日本工業大学 正道寺勉先生、また、大宮

南東ＲＣ村松会長、村松英明様、お暑い所ご出席い

ただきありがとうございます。よろしくお願いいた

します。

◇内藤 憲会員

  本日もよろしくお願いいたします。正道寺教授、

大宮南東ＲＣ 村松会長、ご出席いただきありがと

うございます。

◆野原 哲夫会員

  大宮南東ＲＣ村松会長及び村松パスト会長、よう

こそお越し下さいました。合同公式訪問を成功させ

ましょう。米山奨学生マユリーの正道寺先生、卓話

楽しみにしております。

9/ 7 15,000 円 累計 194,000 円

■幹事報告             中山 祐太郎

■スマイル報告

■出席報告

■卓   話

「硫黄島 栗林中将の最期」

は、かけはし久美子さんの著

作です。その最後の節、私の

硫黄島からのエピローグです。

「日米約２万７千人の将

兵が戦死致しました。太平

洋戦争本土決戦のはじまり

でした。今でもその戦跡は

残っております。慰霊の島として、将来も多くの人に

知って欲しいと思います。」

英霊の御霊をお慰めするのが自分の努めです。

硫黄島の地下壕の中に立って、励まされるような気

持ちになったときのことを思い出します。

＝ 秋本 昌治 ＝


