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開会点鐘 神谷征兒 会長 

お客様紹介 ■米山奨学生 郭柔廷様 

■ロータリー奨学生 梶野杏奈様 

ロータリーソング オンライン例会の為省略 

会長の時間 ■昨日投票が行われた韓国大統領選挙ですが、今朝保守系野党のユン・ソギョル（尹錫悦）氏が当選し

ました。5 年ぶりの保守政権の誕生で、今後日韓関係が良くなることを期待したいです。 

 

今日は 2 つご連絡がございます。 

ひとつは不審メールです。2750 地区より例会で周知するよう連絡をいただいております。 

最近、ロータリークラブの会員及び事務局を装った迷惑メールが届くという事態が急増しております。 

私も本間さんの名前で不審メールが届きました。ご本人に確認しましたらメールアドレスが異なってお

りましたので削除しました。このような迷惑メールに記載されているアドレスにアクセスしたり、添付

ファイルを開きますとコンピューターウィルスに感染する恐れがございます。 

対策としては、 

・セキュリティソフトを必ず導入する。 

・OS やソフトウェアを最新のものにする 

・不審なメールのアドレスに返信しない、ファイルを開かないなどになります。感染してしまいます

と、他の方へも迷惑をかけてしまいます。ご不明な点があれば、購入したお店やお使いのデバイスのメ

ーカーに確認してみてください。 

 

2 つ目ですが、ウクライナに対する支援金の件です。 

各クラブで寄付を募り、地区でまとめてロータリー財団経由でヨーロッパのロータリークラブにお渡し

するそうです。この流れであれば、人道支援に使われるでしょう。ということで、ございます。今回は

社会奉仕の予算からまとめてというより、個人個人のお考えもあると思いますので、3 月 24 日までに

各自事務局にお持ちください。事務局に行けない場合はこちらで立て替えさせて 

いただきますので、事務局に金額をお伝えください。 

 

ロシアの侵攻ですが、もう2 週間が経ちウクライナはとてもひどい状態になっています。今日の情報で

はチェルノブイリ原発の送電線が損傷し電力の供給ができない状態だそうです。IAEA のコメントとし

て今すぐ危機的な状況ではないということでしたが、こちらも心配です。 

各国が経済封鎖をはじめとした対応をしていて、マスターカード、シェル石油、マクドナルドなどの民

間企業もロシアとの取引を中止したりしております。フェイクニュースが溢れるロシア国内ですが、こ

のような対策が市民に伝わり、ロシア内部からも侵攻を止めるような動きが出ることを期待します。 

そして、我々も個人個人できることを行いウクライナの人々の支援につながったり、侵攻を止める助け

になれればと思います。どうぞご寄付の方よろしくお願いいたします。 

 

会務報告 【地区】 

第 2802 回 例 会 報 告    2022 年 3 月 10 日（木）12:30～ オンライン例会 
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■第９回「奉仕のつどい」開催のご案内  

※中止連絡がありました。後日発表者のＤＶＤが送られて来る予定です。 

   ・開催日：２０２２年３月２３日（水） 

   ・会場：赤坂区民センター３階  ・時間：13：00-16：30（受付開始 12：30） 

   ・登録料:：無料  

   ※３/１０時点で、蔓延防止の指示が発信された場合には中止となります。 

■２７５０地区 地区大会のご案内  

  ※再度 登録を提出します。 締切 3/18（金） 会場グランドプリンス新高輪国際館パミール３

階 

  ・ＲＩ会長代理歓迎晩さん会 5/12（木）17：30-20：00（会長・幹事・田中靖さん） 

  ・本会議 5/13（金）13：00-18：00（受付 12：00） 

  ・懇親会 5/13（金）18：30-19：20 

■東京府中ＲＣ 創立 60 周年記念式典のご案内  登録締切 3/16（水） 

  ・開催日：2022 年 4 月 13 日（水） 受付 16：30～ 合唱 17:00～ 式典 18：00-19：

00 

  ・場所：府中の森 芸術劇場 ウィーンホール  登録料：無料 

（現在参加予定者１０名：会長・幹事・井上雄一、町田、斉藤、清水輝明、磯野、麻沼、村越 、大坪

さん） 

  ※コロナの感染状況によっては、内容の変更や中止も考えられます。公的施設の為、飲食は無いそ

うです。 

■第１９回ロータリー全国囲碁大会のご案内 申込締切 5/6 

  ・日時：５月１４日（土）10：00～１開会式 ６:００表彰式 

  ・東京・市ヶ谷の日本棋院本院１階対局室  主催：ロータリー囲碁同好会  ホストクラブ:東

京ＲＣ 

■ウクライナ支援金へのお願い  クラブ締切３/２４（木） 

  ・寄付金は２７５０地区から財団への寄付されることになります。ヨーロッパに点在するロータリ

ークラブを通じで必ず人道支援目的で使用される（と信じられる）はずなのと、きちんと年次報告書等

で報告がなされるはずですので財団に寄付するのがロータリアンとしては一番なのでは、という事で

す。 

  ・各会員からの寄付を事務局にて受付いたします。 

【 多摩中 G・クラブ内】 

■クラブ炉辺会合 ３月２４日（木）開催を４月に延期いたします。日程は後日お知らせ致します。 

■東京武蔵国分寺ＲＣ 創立３０周年記念式典 登録締切３/31（木） 

  ・開催日:５月９日（月） 登録 15：00 式典 16：00  

  ・会場：パレスホテル立川 ローズルーム 登録料１５，０００円 

  （現在参加予定者：会長・幹事・田中靖、町田・村越 ・大坪さん） 

■ポリオ根絶チャリティゴルフ登録完了 

※参加費用の内、ポリオ募金の３，０００円を各自 クラブ事務局へお支払いください 

開催日:４月７日（木）８時～ 会場：青梅ゴルフ倶楽部 

参加者９名：橋本・岡本・持丸・井上雄一・神谷・町田・村越 ・大坪・麻沼さん  

■２２-２３年度 第３回多摩中グループ協議会  

 ・開催日：３月１５日（火） zoom 開催 １８:３０～  次年度井上会長・町田幹事 出席 

■２１-２２年度 第９回多摩中グループ協議会 

 ・開催日：３月１７日（木） 開催方法未定 今年度神谷会長・田中幹事 

■例会予定 （３月はオンライン例会 12：30-13：30：会場での例会はありません） 

・3/10（木）例会：織田俊男さん  /例会終了後 次年度第 3 回理事会 

・3/17（木）例会：渡邊嘉二郎さん 「アメリカ今昔 ミシガン＆テキサス」 

・3/24（木）例会：関口弘治さん 例会終了後 今年度第 24 回 4 月度理事会 
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・3/31（木）公的休会 

【到着郵便物】 

□ぼらんてぃあ小金井３/１日号  

委員会報告 ■岡本正さん：：ＩＭ実行委員会：多摩中グループ ＩＭ（インターシティ・ミーティング）のご案内  

登録締切 3/31（木） 

  ・開催日:５月２３日（月）１７時～２０時半頃予定（登録開始 16：30） 

  ・場所：パレスホテル立川 ４階ローズルーム 

 

出席委員会 本日の出席率：73.69％（会員数３9 名中、免除 1 名、事前メイク 1 名、欠席 10 名） 

卓話 ■織田俊男会員  ■「ヒューストンの生い立ち」 

□テキサスには元々インディアンが住んでいて、その後スペイン領、次にフランス領、そしてスペイン

から独立したメキシコの支配下にありました。 

 1800年頃から 当時のアメリカから英国系やドイツ系、なかずくアイルランド系からの移民が定着

し、１８３５年彼らは一応独立を宣言しました。 

 テキサス独立の気配を受けて、メキシコは南から攻撃、４千人とも言われる大軍が攻めてきました。 

その最初の戦いが かの有名な“アラモの砦”であります。（1836,2/23～3/6）ここではテキサス

軍の完敗でありました。アラモの砦は現在のサンアントニオで、砦となった教会は現在も残っていま

す。 

 勝ちに乗じたメキシコ軍欶は、テキサスの内部に攻め入り、次の戦いはサンジャシント、現在のヒュ

ーストンの郊外でありますが、テキサス軍がメキシコの大軍を完全に撃破しました。 

ここで完全な独立国になりました。これが有名なサンジャシントの戦いで、今でも ここにテキサス独

立記念塔が建っています。 

 このサンジャシントの戦いを指揮した将軍が、サム・ヒューストンであります。そして当時ハリスバ

ークとわれていた町の名前も彼の名前を取ってヒューストンとなりました。ヒューストンは初代の共和

国大統領となります。尚、テキサス共和国は 1845 年合衆国に併合され 28 番目の州となる迄 10 年

間存続しました。 

 

 

 

 

 

閉会点鐘 ■神谷征兒 会長 

※例会の詳細な内容は，動画又は音声記録にてご確認ください。 

＜例会の様子＞ 

 

 

 

 

清水安紀宅からの水仙         オンライン会議 


