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水と衛生月間に関連して、
もう少し付け加えたいことがあります。
我が国の水事情は比較的安全かも知れませんが、衛生
問題全体を鳥瞰すれば、
大きな問題が見えてきます。
昨年、
デング熱の国内感染が報道され、地球温暖化に伴う
熱帯特有の病気の流行が懸念されますが、
もう少し深刻な問
題があります。例えば、覚醒剤を始めとする有害ドラッグの広が
り、性病の潜在的な蔓延などです。
ドラッグは化学技術的に
いろいろ精製できるので、
立法による取締りが後手に回り、
合法
ドラッグ
（本当は、脱法ドラッグ）
が罷り通ったり、覚醒剤など違法
ドラッグも暴力団などの違法組織を通じて大量に製造、輸入
され、一般市民の中にも相当浸透しているといわれています。

本日の例会案内
3月22日
（火）
新会員卓話
成竹 香澄会員

（第1224回例会）

天候：

森崎

・役員・理事会、
議事録の報告、
配布。

次回のプログラム
3月29日
（火）
休例会

SHIZUOKA NORTH ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN

クラブ管理運営委員会 岸 好子委員長
・お花見家族夜間例会のご案内。
趣味同好会委員会 杉山
直委員
・親睦旅行のご案内。
米山奨学生カウンセラー 戸﨑 博隆会員
・米山記念奨学生
ヴォ ティトゥトゥイ様の
お礼文の紹介。
・R財団米山記念奨学会
から感謝状を授与される。

E-mail : shizuoka-rc@mail.wbs.ne.jp

性病の方も、
マスコミに取り上げられたこともありますが、深刻
さは殆ど一般に知られていません。放っておくと高い致死率の
AIDSを発症するHIVの他、
梅毒、
淋病などの古典的性病も特
に若い世代に大変広がっているそうです。理由は単純で、
貞操
観念の低下、性病に関する知識の欠如、
ある程度性病感染を
防止できるコンド−ムの不使用などです。
ドラッグの多くは一度の使用で強い依存症を引き起こし、一
生依存症と闘わなければならない不治の病のようなものです。
ですから、色々な取締法は、社会防衛の見地から、一回だけの
所持や使用に対しても重い刑罰を科しています。
ドラッグ使用者を含む犯罪者たちを非難し、社会から隔離
するだけでは、犯罪抑止の見地から根本的な解決になりませ
んし、
社会全体にとっても有意義ではありません。
刑を受け終えた
後の更生と社会復帰へのプログラムを確立することが大変
重要ですが、
我が国では、
ドラッグ犯罪者に対する
「ダルク」
など
の団体があるものの、残念ながら、犯罪者の更生と社会復帰
プログラムないしシステムはかなり貧弱だといわざるを得ません。
少し話がズレますが、野球賭博の疑いをかけられ、既に野球
界から追放されようとしている若いプロ野球選手についても同じ
ことがいえます。
高校まで野球一筋で、
卒業直後にプロの世界に
入ったいわば世間知らずの若者です。球団側は、
弁護士を付け
ず、球団スタッフによるサポートもなく、単独の記者会見をさせま
した。球団幹部は何も語らず憮然と辞任し、
あたかも当該選手
らだけのせいにしている感があります。野球賭博は非難され
るべきですが、
まだ長い先の人生における彼らへのサポートは
不要なのでしょうか。
犯罪者の更生と社会復帰プログラムと共通する問題がそこ
にもあり、他にも精神障害者の問題など多々ありますが、
オ−プ
ンで寛容な社会こそが、再犯や荒廃を防ぎうるのであり、更なる
社会の成熟と人権意識の向上が求められていると考えられ
ます。私たちロ−タリアンに何かできることはないのか、一度考え
ても良いのではないかと思います。

幹事報告
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北條由美子会員

スマイル

岸

和敏幹事

好子会員

■神谷とき江会員
過日、
誕生日祝ありがとうございました。
激動の世の中の変遷を体験しながら、傘寿の誕生祝
を北ロータリークラブでお祝い頂きましたこと、大切な
思い出になると感じております。
これがまだ人生の通過点であることを願って、努力して
ゆきたいと思っております。
■北條由美子会員
本日、
めでたく58歳のお誕生日を迎える事が出来ました。
健康に産んでくれた両親に感謝！
！
明るい元気なおばあちゃん目指します。
これからも、
皆様よろしくお願い致します。
■山田喜久子会員
今日は、公立高校の合格発表ですね。
長谷通りを車で走っていましたら、親子で皆さん学校
方面へ歩いておられました。合格されるといいですね。

静岡北RACスマイル
■津田
薫会長 ■森崎 和敏幹事
ローターアクトクラブのOBの水野さん、本日の卓話、
よろしくお願い致します。

クラブフォーラム

青少年奉仕委員会

世界ローターアクトの日に
因んで
静岡北RAC（OB）
株式会社 東 弘 専務取締役
水野 弘迪様
こんにちは、
静岡北ローターアクトOBの水野弘迪と申します。
まず、
簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。
日頃より皆様に大変お世話になっている石垣徳夫が創業した
株式会社 東弘という会社で、
日々エアコン・キッチン等々の住
宅設備機器の設計施工販売の業務をしております。
そして、
ローターアクトの自己紹介としましては、
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ということで、約8年間在籍をさせていただきました。
静岡北ローターアクトクラブが今年で創立から13年目ですから、
そのうち8年も在籍させていただいたということで、大変にお世
話になり、
ありがとうございました。
本日は、静岡北ローターアクトクラブの歴代最長在籍期間記録
保持者として、
お話をさせていただけることになったのではなか
ろうかと勝手に思っております。
私は、2005年にローターアクトに入会したわけですが、
当時23
歳、
東弘という会社に入社して半年、
というタイミングで入会させ
ていただきました。
当然、
ロータリーが何か、
ローターアクトが何か、
などということは
全くわかっていないわけです。
そして、私が入会したころというのは、
アクトクラブが創立して3年
目の年ということもあり、
まだチャーターメンバーの半分くらいが
残っていて、最初何もわかっていない自分としては大変緊張を
して例会に行ったことを覚えております。
そうしましたら、
いきなり歌を歌いだすわ、鐘を鳴らしだすわ、
な
んだか変なところに送り込まれてしまったぞと、思いました。
その一方で、最初のうちから、
ここでは私が会社の代表だと
東弘という看板を背負ってこのアクトの例会に出ているのだと
いう意識は自然と持っておりました。
今思えば、
この感覚、
自分がここでは会社の代表という感覚、
この感覚を何もしらない若いころに体験できたことは非常に貴重
であったと思います。
なかなか若い社員に、愛社精神を持ってもらうというのは難しい
ものだと思いますが、
先ほどのここでは俺が代表という感覚を繰り
返していくと、
不思議と自分の会社を好きになっているものです。
その結果、仕事で大変なことがあったとしても、頑張れる様に
なっていました。
その時はわからなかったけれど、
今振り返ってみて、
ローターアクト
で掴んだ感覚が仕事で生きていたなと感じております。
続いて、私はローターアクトに入会して2年目で会長・4年目には
地区代表という大役を経験させていただきました。
もともと、学生
の時も学級委員とかやるのは好きだったんですが、社会人にな
って、会社の看板を背負ってやるリーダーというのは、
なかなか
刺激もあって勉強になりました。
そして、
このクラブの良い所は、様々な経営者の皆様とお話が
出来ることだと思います。
これは普通に自分の会社で仕事をしているだけでは得られ
ない貴重な経験を得ることが出来ます。
なかなか皆さんの域に
は届きませんので、真似をするにも難しいのですが、
ちょっと
ずつでもいいとこどりをして自分を成長させることが出来てきた
かと思っております。
また、同じローターアクトのメンバーからも、多々刺激をうけたこと
を覚えております。
私が一番刺激をうけたメンバーは静岡ガスの永田さん。私自身は
結構直感で動いてしまうことが多いのですが、
彼から
「水野さん、
ちょっと待って、
これはこうした方がもっと良いんじゃない？」
と
言われたことが結構あって、
その度に多くの視点で物事を考え
る大切さを学びました。
それは、
自分の短所を知ることができたと
いう意味で非常にタメになりました。
それから、根本は変わらないものの、直感で動こうとしたときに
一度周囲の意見を聞いて行動するようになりました。
これは今、
会社のリーダーとして物事を決定していくときに大変に活きて
いることだと思っております。
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