
  

藤沢東ロータリー・クラブ週報  
●事務所／藤沢市朝日町 1-6  

ＮTT 藤沢ビル 2 階 ＴＥＬ 0466-25－4000 ＦＡＸ 0466-26－9292 

●会長／小柴智彦 幹事／村上進 

毎週火曜日 １２：３０～１３：３０  

●例会場／湘南クリスタルホテル  

藤沢市南藤沢 14-1 ＴＥＬ ０４６６-２8－2111 ＦＡＸ0466-28-2126 

第 1901 回例会 201５年 10 月 6 日（火）(天候) 晴れ №13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点鐘 

開会 

国歌 「君が代」ソングリーダー 

ロータリーソング「我らの生業」ソングリーダー

「４つのテスト」SAA＋手話 /「理念」幹事 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介  

第３グループガバナー補佐 瀧澤秀俊様 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告- 

-幹事報告- 

・本日例会後、理事会を開催いたしますので、理

事役員の皆様はご出席ください。 

・10月のロータリーレートは1ドル120円です。

・地区大会が迫って参りました。瀧澤第３グルー

プガバナー補佐よりクラブ紹介がある時は、大き

な声で返事をして東クラブと第３グループを盛り

上げましょう。 

・恒例の２５９０地区２７８０地区合同親睦テニ

ス会を１１月１０日（火）に開催するという案内

が入って来ました。参加希望の方は事務局にお声

がけください。 

・≪ロータリー財団 100 周年プレコンサートの

ご案内≫～財団学友によるチャリティーコンサー

ト～の案内が再度ガバナー事務所より入って来ま

した。チケットは１枚 3000 円で、開催日時は

2015 年 11 月 3 日。14 時開演。 

場所は、JR 横須賀駅から徒歩 8 分のヨコスカ・

ベイサイド・ポケットです。ふるってご参加いた

だきたくお願いします。チケットをご希望の方は

事務局までお声がけください。 

・10-12 月会費請求書を発行しました。 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 本田昌子会員（10 月 5 日） 

林葉之会員（10 月 9 日） 

配偶者誕生日 田中正昭会員の奥様、順子様 

（10 月 10 日） 

-スマイル- 

【小柴 智彦 会長】 

竹澤さん、これからもよろしくお願いします。 

本田さん、石田さんクラブフォーラムよろしくお願い

します。 

【本田 昌子 会員】 

あまり嬉しくない誕生日ですが、お仲間に励まされて

元気をだしております。 

【横田 佳代子 会員】 

ロータリーの夕べではありがとうございました。小柴

会長、村上幹事、山口理事のご指導のもと、水川会員

増強副委員長、梶浦委員が一生懸命準備させていただ

きました。全員が踊りの輪に加わり楽しい夕べでし

た。入会希望者がおられます。 

【林  葉之 会員】 

お誕生日のプレゼントありがとうございます。４４歳

のゾロ目の年になりました。演技のいい年なので、頑

張って行きたいと思います！ 

-卓話- 

「クラブフォーラム」 

本田クラブ研修リーダー/石田 R 財団委員長 

 

2015～2016 

 

出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率

９月１５日 ３6 (３５） ２５ １０ ７１．４２  ４ ８２．８５

１０月 ６日 ３6 (３４） ２５ ９ ７３．５２   



委員会報告 

「ロータリーの友」平成 27 年 10 月号抜粋   

情報委員長 加藤信忠  

今月の表紙は、日光の東照宮の五重の塔です。横浜西

ロータリークラブの麻生繁会員撮影です。 

扨、RI 会長、K・R・ラビンディラン会長の今月のメ

ッセージです。 

標題は、「ポリオ撲滅の物語を語りましょう」 

ナイジェリアがポリオ常在国で無くなりました、後は

アフガニスタン と、パキスタンを残すだけです。 

それも 20～30 例です。人類の文明の初期から何千

年に渡って苦しめられた、ポリオの撲滅も秒読みの段

階まできたのです。 にもかかわらず、何故、依然と

してハイレベルの予防摂取活動とサーベイランスが

必要かと云いますと、 成功は偉大な功績ですが、脆

いものでもあります。その為には前進するのが侑一の

方法なのです。仮に手を緩めて僅かでも復活を許した

ら、何十年も掛けて築いたものが一瞬にして崩れ去る

事もあるのです。 

 そのためには、皆さんの「声」が必要とされており

ます。ポリオとの闘いに勝ち抜くためには、皆さんの

強力な支援が必要です。10 月 24 日は世界ポリオデ

ーです。何らかの形で撲滅運動に協力下さる事を望ん

でおります。 

ポリオ撲滅支援サイトでは、活動のアイデア、新聞の

見本、支援方法など、さまざまな資料・ツールを利用

する事が出来ます。これからは、世界ポリオデー特別

イベントのライブ中継を見るためのリンクも掲載す

る予定です。是非ご参加下さい。これは「ポリオとの

闘い」として始まったものですが、憎悪・無知・恐怖

と向き合う私達の闘いでも有ります。勝たなければな

らないのです。その勝利は間近に迫っております。そ

の勝利は、義肢や、鉄の肺、そしてポリオのある世界

を知ることもない子どもや、孫に話すべきロータリー

の物語になるでしょう。 

７ページ。ロータリーは例会から。 

各地区から色々なロータリークラブの例会活動

です。 

福井フェニックス RC の平田会員の「クラブの危

機を救った握手」の話、川越ＲＣの相原会員の食

事の 1 時間をフル活動の話、など沢山の例会・活

動風景です。 

１３ページのよねやまだよりは、「もつと身近な

米山を目指して」の座談会です。2013 年-2014

年度に設けられた、米山親善大使の一代目と二代

目親善大使の座談会です。 

スリランカのスチッタ・グナセカラさんは、「ス

リランカは長年の内戦を経て、漸く平和になリま

した。 

米山奨学生に決定した時は涙が出ました。別府大

学で学ぶことが出来ました。海外で技術を学んで

来る人をスリランカでは待っています」 中国の

楊さんは国の壁を超える難しさ、相手を理解する

難しさを感じました。ロータリーには国境がない

のだが、しかし日本社会には、宗教、文化に国境

を感じました。だが、この経験が私を豊にした。

同じ中国の于さんは、それは、四つのテストもそ

うだが、文化人類学的に考えても人間のあるべき

姿であります。私も人生について悩んだが、辿り

着いたのは、人が生きる目的は、二つだけ、自ら

成長することと、人に尽くすこと。これは、ロー

タリーの集大成でしょうと、韓国の金さんは、大

宮北ロータリーの奨学生です、織物をやっいるの

で、日本との繋がりを縦糸として、親善大使を横

糸と考えて織って行けば、ロータリーという良い

織物ができる。後は自分の信ずる道を多くの仲間

に伝えていきたい。 

16 から 17 ページページに、 ロータリーの米

山記念奨学会の実態資料が数字で出ております。

22 ページから世界のロータリークラブのニュー

スのコーナー-です。 

エチオピアのアデイスロータリクラブでは、1 万

5000 人住んでいる村に、グローバル補助金で

12 の公衆トイレの寄贈をしました。パキスタン

のラホールギャリソンロータリーでポリオの撲

滅への認識向上の目的で青少年陸上ホッケー大

会の大々的的開催。オーストラリア・ロチェスタ

ーRI は、若者の運転技術の補助、アメリカのフロ

リダ州のオーランドロータリーの障害者用のボ

ートの補助金など、 

24 ページからは、来年の国際大会のご案内、韓

国のソウルからです。5 月 28 日から 6 月 1 日

です。 

34 ページ、ロータリデーです。 

6 月 19 日に 2650 地区（福井・滋賀・京都・

奈良）奈良県文化国際ホールで開催。ゲストに谷

村新司のトークで楽しみました。 

1100 名の来場者にさまざまなロータリーの活

動をパネルで意義をそして魅力を訴えました。 

谷村さんの軽快なトークと奈良大学合唱団と奈

良女子高校エレメンタリーミュージックコー

ス・まつぽっくり少年少女合唱団のセッション

で、楽しく、元気に、感動と涙の時間を共有しま

した。 

その他、横手・神奈川・宇治鳳凰・八代・郡山・

などのロータリデーの活動をご覧下さい。 

44 ページです。  ロータリー今の欄です。今

月は ロータリーの 6 つの重点分野の説明です。

 復習ですが。月間に定められた活動の重点は、

2 月は、平和と紛争の予防、3 月は、水と衛生、

4 月は、母子の健康・9 月は基本的教育と識字率

向上。10 月は、経済と地域社会の発展。12 月

は疾病予防と治療です。 



 
ロータリー財団のグローバル補助金を申請の時、

どの分野に該当するか、持続可能、且つ測定可能

な成果をもたらす大規模な国際的活動を支援し

ます。詳細が続いて説明とされています。 

 縦のページです。今年の 4 月 4 日国際ロータ

リー2620 地区(山梨地区)の IM での記念講演で

す。 

 講師は総本山金剛峯寺高野山真言宗高野山寳

壽院住職広瀬義仙氏、標題は、「弘法大師とロー

タリー」要旨は、大師の理論は、人間がこの世に

誕生して、やらなければいけないことは、この身、

このまま仏の様な気持ちにならないといけない。

それが「即身成仏」で、大衆のために、善を奉り

行うことが、即ち仏教では「お布施」といいます。

これがロータリーで云う奉仕の精神だと思いま

す。 

縦の 9 ページです。わがまち・・・そしてロータ

リーは  米沢上杉ロータリークラブです。人の

名字のついたロータリークラブは全国に、ここだ

けしか無いそうです。 

米沢は、謙信・景勝・鷹山と歴史に名を残し、最

近は、前田慶次が加わってクラブの看板のようで

す。現在も特別名誉会員上杉邦憲氏は元殿様だそ

うです。そんなクラブの活動をお読み下さい。 

縦の１３ページは「友愛の広場」です。たくさん

のクラブからのお手紙、提案などがあります。会

員交流の場です。 

１８ペーシは  「卓話の泉三話です」豊中南

RC、吉田株式会社社長吉田会員が「パンのいわ

れ」日本では江川太郎左衛門だそうです。兵庫県

西宮恵比寿 RC 上ヶ原病院院長大江良喜子会員。

「たかが貧血、されど貧血。」、大事な話です。

最後は神田ロータリークラブにて紙幣研究家の

植村氏の「お札のよもやま話」お札といえば聖徳

大師、何故でしょうか、以上 10 月号の抜粋をし

てみました。以上です。 

 

 
 

「クラブフォーラム」 

本田クラブ研修リーダー/石田 R 財団委員長 

過日、国際ロータリー第 2780 地区ガバナー田

中賢三様の公式訪問を踏まえ、財団寄付について

本田昌子クラブ研修リーダーおよび石田ロータ

リー財団委員長による提案があり、テーブルディ

スカッションが開催されました。 

 

 

 

 

お誕生日の 

☆本田昌子会員＆林葉之会員と小柴会長☆ 


