
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 1905回例会 201５年11月 10日（火）(天候) 晴れ №17 
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  

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告- 

-幹事報告- 

・本日例会のあとに理事会を開催いたしますので、

理事各位は残って下さい。 

・１１月のロータリーレートは、先月に引き続き

１ドル１２０円です。 

・リソースのご案内｜疾病予防と治療月間に関す

る資料が地区から届きました。 

・神奈川県保健福祉局から来た、「麻薬・覚醒剤

乱用防止運動神奈川大会」のご案内が地区より届

きました。１１月２０日（金）１７時～１９時半

まで、会場は神奈川県民ホール。ご興味のある方

はパンフレットが事務局にありますのでご覧くだ

さい。出席希望者は１１月１２日までにご連絡く

ださい。 

・地区より米山学友会”国際交流会”のご案内が

届きました。 

◎日時２０１5 年１1 月２１日（土）１３時３０

分開会（１３時から受付開始） 

◎場所「清風」大和市福田２０１４－１（最寄駅

小田急江ノ島線 高座渋谷駅） 

◎プログラム １３：００～１３：３０ 受付、

１３：３０～１５：３０ 開会～自由飲食及び 

歓談。１５：３０～１７：３０「友情の輪」交

流会、１７：３０閉会 

◎会費  ３，０００円※御家族は無料 

・平成２７年１１月１５日（日）第 3 グループ

8クラブ合同ボーリング大会が開催されます。集

合時間 16：30。場所は江ノ島ボウル。東クラ

ブからの出席者は、 

小柴会長、石井博会員、石田会員、水川会員、

大坪会員、和田会員、狩野会員。 

追加出席希望または、欠席の場合のお知らせは

至急事務局までお願いします。 

・ソウル国際大会の最終申込書が届きました。

申し込みをしている会員は事務局より申込書を

受け取ってからお帰りください。締切は１１月

中となっているので、各位必ず期限を遵守の上、

申し込みを完了させてください。 

・地区主催の新会員の集いの案内が届きました。

開催日は、２０１６年２月１２日（金）～１３

日（土）（１泊２日）、場所は箱根湯本ホテル。

今年度は新会員の対象を入会歴を 5 年としてい

ます。この集いの目的は 

①同じ立場の会員同士でロータリーへの疑問や

不安などを共有すること。 

②他クラブの状況を知ることに依り、自クラブ

への造詣がより深まるくこと。 

③ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミ

ニー、ガバナーデジグネート、現次のガバナー

補佐、地区研修委員といった錚錚たるメンバー

とマンツーマンで研修できること。 

④①～③によりロータリーへの関心が増すこ

と。です。ふるってご参加下さい 

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

１０月２５日 ３6 (３６） ３６ ０ １００  １００ 

１１月１０日 ３6 (３５） ２８ ７ ８０.００   



-会員＆配偶者誕生日

会員誕生日 なし 

配偶者誕生日 横田会員のご主人様  

昭一郎様（11月 16日） 

-スマイル- 

【小柴 智彦 会長】 

今日は細則変更があります。河合さんよろしくお願

いします。 

横田年度のRI 会長賞おめでとうございます。 

【本田 昌子 会員】 

土屋様、早速のメジャードナーご申請大変嬉しく誇

らしく存じます。これを機にあとに続く方々が増え

て下されば尚、うれしく存じます。 

【横田 佳代子 会員】 

藤沢東ロータリークラブの活動（2014-2015 年

度）に対して国際ロータリー会長より会長賞をいた

だきました。会員の皆様方の御活躍ありがとうござ

いました。主人の誕生祝ありがとうございます。 

【竹澤 禎浩 会員】 

証券ジャパンを末永くよろしくお願いいたします。 

-委員会報告- 

「ロータリーの友」平成27年 11月号抜粋   

情報委員長 加藤信忠 

今月の表紙は、福岡県の北九州空港連絡橋「朝日を

受けて」苅田ロータリーの松田会員撮影です。表は、

埼玉県の比企郡の紅葉庭園です。東松山むさしロー

タリーの内山会員の撮影です。 

扨、K・R・ラビンディラン会長のメッセージです。

「平和をもって暴力と闘う」 

親愛なるロータリアンの皆さん、20年前の話です。

それは1991年 6月の晴れたある朝、一台のトラッ

クがスリランカ・コロンボの道路を走り抜けました。

国防省作戦本部に到着しました。検査のため警備員

が車を止めた時、車中の運転手の二人が何千キロか

の爆薬を積んでいて自爆したのです。建物の屋根は

飛び瓦礫が散乱して、死者21人負傷者175人の惨

事でした。うちの娘の女子校も近かったので、娘は

たまたま筆箱を忘れて、買いに出て、砂埃に襲われ

て、妻の迎えを待ったそうです。 

今のスリランカは平和に暮らしています。毎年200

万人が観光客が訪れています。内戦は過去の記憶と

して国民は希望に満ちて未来へと向けられておりま

す。しかし世界には、同じ様に平和を謳歌出来ない

人が、大勢いるのです。今日、曾て無いほど、多く

の国が紛争に巻き込まれ、世界全体で5950万人も

の人が家を失いました。 

このような事が在ってもロータリークラブでは平和

は実現すると信じています。これは理想でなく、経

験に基づく信念です。私達ロータリアンは収束困難

な争いを、協調して解决していくのを、目の当たり

に見てきました。その最たる例が、ロータリー平和 

フェローの活動です。ロータリーでは、争い

に終止符を打つだけでなく、争いをくい止め

る方法を見つけることを目標にしています。 

何百人の平和フェローの中に、二人のスリラ

ンカからの出身者がいます。敵対する二人が

スリランカの内戦を喰い止めたのです。ロー

タリー平和フェローはロータリー財団の支援

を通じて、紛争予防・紛争解决のエキスパー

トになります。私達は、暴力に暴力で立ち向

かう事は出来ませんが、教育・理解・そして

平和という武器をもって闘う。それが、テー

マ「世界へのプレゼントに」なのです。 

７ページから、私たちのロータリー財団のコ

ーナー」です 

8ページ、 ロータリー財団補助金 さまざ

まな活用例です。 

第 2760地区(名古屋)で、地区イベント収益

金で、カンボジアのシェムリアップ州で井戸

17本、トイレ40箇所を建設して6月8日

に200人の小学生や地元の人々を集めて引

き渡し式をしました。 

川口西RCがブラジルの病院にやけど治療器

を寄贈。西那須野RCの台湾山岳地の住民に、

無料健康診断と健康管理教育。市原中央RC

で、インドネシアの水道設などが掲載されて

おります。 

１２ページは、「ポリオ撲滅へのロータリー

の奇跡」と題して直前ロータリー財団地域コ

ーディネーターの江崎会員の報告です。結語

としては、ロータリーの近代歴史の中で、国

際ロータリークラブが常に第一優先事項とし

て掲げ、世界の全ての、国家を動かしたので

す。そのポリオ撲滅も最終戦略計画を迎え、

現在99・9％以上発生抑制を現実のものとし

てここに至っています。ロータリーの英知と

実践は三千有余年も地球上にはびこった子ど

もの最も悲惨な病気を制服し、世界の子ども

への約束を果たそうとしています。ロータリ

ーの存在をいま世界は、注目しております。 

16ページから親睦の輪を広げる姉妹クラ

ブ・友好クラブです。 

富士 RC、京都洛南RC、徳島RCが、にわか

仕込みの阿波踊りで姉妹・友好クラブの交流

です。台湾など海外での交流が盛んです。そ

んな姉妹クラブのご案内です。  

19ページは、第13回日韓親善会議です。9

月4日グランドプリンスホテル新高輪で開催

されました。 

登録者1456人韓国から大勢のロータリアン

が来日しました。 



日韓親善委員会委員長渡辺好政会員の挨拶の中

に、「私が幼い時に習った韓国の大好きな諺の中

に「行く言葉が美しければ、帰る言葉も美しい」

と言います」韓国の良さを日本人として尊敬した

い。と。韓国の親善委員長祭照乗氏は、最近、両

国は多少不便な関係ではあります。しかし未来志

向的に新しい関係を築くためには、お互いに尊敬

しあい、協力して、共に発展しょうとする心掛け

が重要と考へます。そして来年のソウル国際大会

では日本からの大勢の参加をお願いします。 

22ページ   「ソウルでお待ちします。」 

全世界120万人のロータリアンのお祭りのご案

内です。ロータリーの110年の歴史と伝統が息づ

く「国際ロータリー大会」が2016年 5月 28日

韓国ソウルで華やかに開催されます。 

25ページ  米山梅吉記念館で秋の例祭を開催 

1920年 10月 20日に日本で始めて創立された

東京ロータリークラブの産みの親です。記念講演

は米山記念奨学会の理事長小沢和彦氏です。ご存

知の当地区パストガバナです。 

26ページ米山だよりです。 
  「日本とバングラデシュを芸術で結ぶ」米山

学友モハメド・イクバルさん2008-2010年の

東京リバサイドRC米山奨学生です。米山奨学委

員長樋口四郎氏は、「バングラデシュのモハメ

ド・イクバルさんを東京芸術大学で二年間お世話

しました。彼は優秀で後半、野村美術賞にえらば

れました。私達も一度彼が教壇に立つダッカの大

学を訪問しました。ダッカとかバングラデシュは、

国際的に異様に感じますが、両国との交流が大き

く進展していることを知りました。安倍首相夫妻

もダッカの大学を訪ねているそうです。イクバル

さんは油絵を専攻しているが軌道にのったら、日

本の環境美化活動を導入したいと思っておりま

す。今後も日本との交流を深め、学生達を世界に

目を向け、その可能性を伸ばせる様にサポートす

るのが僕の役目と思っています。 

28ページ   世界のロータリー ニュースで

す。フランス・アフリカのガーナ・アメリカのミ

シガン州・中国の香港・南米のベイリーズ。です。

夫々の外国のロータリークラブの活動です。 

32ページから、「こころは共に」は、東日本大震

災の引続く、ロータリークラブの活動です。  

 東京西ローターアクトクラブ 2014-2015

年度会長 佐野 英志氏の報告です。 

震災から3年に渉る、NPOや、仮説住宅のご協

力のもと、教育支援、物作り、女性の自立支援。 

福島 21RCの広報担当 渡辺浩子さんから「震災

5年目のふくしまから発信」歌で、思いを。 

35ページ、友の編集長二神氏より、硬い話、ロー

タリーの公式ロゴについての注意です。 

縦のページです「なぜ貧しい国はなくらないのか」

第2660地区第8グループの IM基調講演です。

講師は政策研究大学教授 大塚啓次郎氏です。 

要旨の要旨です。今日のテーマは「なぜ貧しい人々

がなくならないのか」でなく、「なぜ貧しい国は

なくならいのか」です。1970年代、植民地から

独立したアフリカや、中東アジアに過度の投資が

いけない。貧しい国の優位性は、たくさんの非熟

練労働が存在することです。日本でも貧しい女工

哀史の時代が在った。産業が発展し、雇用が増え、

賃金が上がり、所得が増える、特に貧しい人の所

得が増えないかぎり、貧しい人の生活は豊になり

得ない。発展途上国の製造業に力を貸すなら、シ

ルバーボランティアを活用するのが良い。最新の

技術をインド、或いは、エチオピアに持って行く

のは、得策でない。 

9ページです。「わがまち・・・そしてロータリ

ー」の欄です。三重県志摩市です。 

志摩ロータリークラブの例会場の一つである賢島

宝生苑で山本康司会長からいろいろと、お話しを

聞く事が出来ました。今もこの里海を潜って漁を

する海女は1000人程いるそうです。 

１３ページです、友愛の広場です。出雲中央の山

口会員が「気持ちの悪い日本語」の話 

20ページから卓話の泉です。高野山RCのさざ波

菓子社長の前清会員「こし餡の話」です。大阪府

赤十字血液センター長池田推進係長「血液の現状

について」。東京新都心RCの株式会社七宝社長

小林会員「ちょうとホタル」。の話です。ホタル

の寿命は一週間という生命の儚さを 

ご紹介。  以上です。 



-卓話- 

「クラブフォーラム/クラブ細則変更」

クラブフォーラムに先立ち、全会員宛に「クラブ

細則」、「細則の変更点」、「クラブ定款」の３

つの書類を送付の上、事前の熟読を依頼していた

クラブ細則変更について、河合会員より口頭でご

説明いただく。 

質疑応答を経て、拍手にて賛同いただく。 

受賞のお知らせ 

2014-15年度藤沢東ロータリークラブの活動が

評価され、RI 会長賞を受賞いたしました。 

諸事お知らせ 

☆１１月１７日、２４日の二日間、例会後に職業

奉仕委員会主催の石神会員によるインフルエンザ

予防接種を行います。 

希望のアンケートに従い用意しています。 

当日、職業奉仕委員に3000円を支払い、事務局

より領収書を受領してください。 

尚、急な欠席や日程の変更は出来る限り事前に事

務局に連絡を入れてください。 

40周年記念実行委員会より 

吉田新一会員より、準備状況の報告およびスライ

ドの作成状況をスライドを用いて報告がありまし

た。 

古くなればなるほど写真の画質が下がるので 

「こんな写真を使ってほしい！」 

「探してみたらこんな写真があった！」などのご

依頼があれば、実行委員会宛にお声がけください。

特に募集中の写真： 

「30周年記念式典」の集合写真など 

第３グループボーリング大会速報！ 
女子優勝大坪加寿子会員、女子準優勝和田江理佳

会員、3位村木薫会員と表彰台独占！ 

男子の部小柴会長3位。団体2位。 

皆さん、おめでとうございます！ 

今後も第３グループでの活動を含め、積極的なご

支援、ご参加をよろしくお願いいたします。 

理事会報告はまた来週行います。 

当クラブとしての、予定としては12月15日（火）

にクリスマス夜間例会を開催予定です。 

ふるってご参加ください。 

また、先の予定ですが、 

・３月6日（日）は第３グループ IM 

（インターシティー・ミーティング） 

・4月 3日（日）は、ピースウォーク 

この２件は、大きなイベントですので、是非今か

ら手帳に記載してください。 


