
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 1902回例会 201５年10月 13日（火）(天候) 晴れ №14 
点鐘 

開会 

国歌 なし 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介  

スピーカー 写真家 吉竹めぐみ様 

ゲスト 内田 翠 様 

藤沢北西RCより府中洋様 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-理事会報告 

2015～2016年度・第4回理事役員会議事録 

開催日  2015年 10月 6日（火）     

開催場所 湘南クリスタルホテル 

議 長  小柴 智彦 会長 

出席者  小柴会長、横田会員、土屋会員、石田

会員、水川会員（代理）、田中繁会員、山口会員、

入澤会員、林会員 

議題 

1. クラブ細則の変更について １２月の協議会

にて採決をとる。  可決 継続 否決 

2. 11月 24日開催夜間例会について 可決  

3. 11月、インフルエンザ予防接種を例会後石神

先生に依頼する件。3000円/回  可決  

4. 藤沢南RC創立35周年記念式典お祝いについ

て         可決 継続 否決 

出席者：小柴会長、村上幹事/お祝い：3万円 

5. 鵜澤会員の退会について   可決  

6. ピースウォークの分担金について 可決 

 7月1日現在の会員数x2000円（72,000円）

7. ガバナー会から入った「関東・東北豪雨」義捐金

の依頼について 否決 

例会時に、袋を回して募金を募る。 

8. ラダック配達費 47510円 可決 

9. 第３グループボーリング 

3000円/一人をクラブから補助。 可決 

-幹事報告- 

・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。 

・「関東・東北豪雨」災害義捐金の依頼が入っていま

す。お気持ちのある方はご寄付いただきたいと思いま

すので、封筒を回しますのでよろしくお願いします。

・≪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。 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 加藤信忠会員（10月 25日） 

村上進会員（10月 30日） 

上堀美智子会員（10月 26日） 

横田佳代子会員（11月 2日） 

配偶者誕生日 田中繁の奥様、民子様（10月 13日）

土屋会員の奥様、幸子様（10月 31日）

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２９日 ３6 (３３） ２２ １１ ６６．６６  ４ ７８．７８

１０月１３日 ３6 (３５） ２７ ８ ７７．１４



-スマイル- 

【府中  洋 様（藤沢北西RC）】 

11/15ボーリング大会のご参加をお待ちして 

おります。 

【阿部 貴之 様（藤沢北西RC）】 

北西ロータリーから参りました。本日はよろしく

お願いいたします。 

【小柴 智彦 会長】 

吉竹めぐみさま、本日の卓話よろしくお願いしま

す。内田様ようこそ。 

【村上  進 幹事】 

誕生日のお祝いをいただきありがとうございま

した。３９歳になります。 

【田中  繁 会員】 

家内の誕生祝いのお花をありがとうございまし

た。これで私はお祝いをしなくて済みそうです。

【加藤 信忠 会員】 

誕生日のお祝い、ありがとうございました。 

９２歳が終わりました。 

どこまで続く命でしょうか？ 

もう少し頑張れそうです。 

心よりの御礼申し上げます。 

【河合 克彦 会員】 

蜂窩織炎（ホウカシキエン）という病気で９月２

６日から１０月５日まで１０日間入院していま

した。足に細菌が入り猛烈に痛い病気です。現在

はほぼ回復しています。 

【横田 佳代子 会員】 

お誕生祝いありがとうございます。 

母も元気に１０３歳を迎えにこにこと幸せそう

です。内田翠さんが東ロータリークラブに入会し

て頂けることを祈っております。 

【石田 能治 会員】 

吉竹さん、本日はようこそ。 

卓話を楽しみにしております。 

【山口 俊明 会員】 

吉竹様ようこそおいでくださいました。 

内戦によるシリアは多くの問題を抱えておりま

すが、アラブの祖、ベドウィンのお話、楽しみに

しておりました。よろしくお願いいたします。 

【田中 正昭 会員】 

女房の誕生日の花ありがとうございました。 

毎年のことなのに忘れていました。 

【上堀 美智子之 会員】 

お誕生祝いありがとうございます。 

これからもよろしくお願いいたします。 

スマイル発表 和田会員 

藤沢北西RCより、府中洋様がご来会。 

ボーリング大会のPRにいらっしゃいました。 

第３グループ８ロータリークラブ合同の親睦会

を１１月１５日に開催いたします。江ノ島ボウル

でボーリングをした後、イルキャンティで合同親

睦会を開催いたしますので、ふるってご参加くだ

さい！ 

ゴルフ表彰：飯森会員 



卓話「ARAB シリア沙漠のベドウィン。家族の

物語。」写真家 吉竹 めぐみ 様 

プロフィール 吉竹めぐみ 

写真家 

１９６５年東京生まれ 

東京写真専門学校報道科卒業 

講談社「現代」編集部を経てフリーランスへ 

現在雑誌を中心に多岐の分野で活躍中 

１９８７年からライフワークであるアラブ世界

の撮影を始める。 

特にシリアのベドウィンは１９９５年から１７

年間撮影し続けており、世界で唯一である。 

（社）日本写真家協会（JPS）会員 

シリア写真家協会名誉会員 

（社）日本外国特派員協会（FCCJ）会員 

・１９９５年 写真展「ベドウィン」をミノルタ

フォトスペース東京・大阪にて開催 

・２００８年 写真展「BEDOUIN ーA Simple 

Life A Traditional Life A Peaceful Life」を

日本外国特派員協会にて開催 

・２００９年 写真展「遊牧の民ベドウィンーシ

リア沙漠に生きてー」を古代オリエント博物館に

て開催 

・２０１０年 写真展「遊牧の民ベドウィンーシ

リア沙漠に生きてー」を岡山市立オリエント美術

館にて開催 

・２０１５年 写真展「ARAB シリア沙漠のベ

ドウィン 家族の物語」を横浜ユーラシア文化館

にて開催 

・その他グループ展多数開催 

・２０１４年 作品集「 ARAB  Bedouin of 

the Syrian Desert: Story of a Family」をイタ

リアSKIRA社より英語版で刊行 

誕生祝いご挨拶：加藤会員 

誕生日祝いご挨拶：村上幹事 

誕生日祝いご挨拶：横田会員 

ゲストスピーカー：吉竹めぐみ様 



-ARAB-  Copyright  megumi Yoshitake ベドウィンの子供たち 

家系図 


