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第 1924回例会 2016年4月12日（火）(天候) 晴れ №36 
点鐘 開会 

国歌「君が代」 

ロータリーソング「我らの生業」 

「４つのテスト」SAA 「理念」幹事 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介 なし 

会食・懇談  

-会長報告- 

-幹事報告- 

・本日例会後に、現次合同の理事会を開催いた

します。同じフロアで開催します。担当理事の

方はご参集ください。 

・4-6月の会費の請求書を発行していますので

皆様宜しく御願いします。 

・4/17（日）に地区研修協議会が開催されま

すので出席される皆様はよろしく御願いいたし

ます。 

-会員＆配偶者誕生日- 

配偶者誕生日 吉田新一会員の奥様、良美様4/8 

-委員会報告- 

社会奉仕委員会 梶浦暁委員長 

・塩釜東ロータリークラブ創立50周年記念 

 式典について 

６/1８（土）14:00～ 詳細は別途。 

日帰りが厳しいので宿泊電車パック料金があ 

ります。後日、参加者に連絡します。 

当日は、出席がメークアップ扱いになり、出

席者は１人当たり会費１万円を現地にて支払っ

て頂きます。藤沢東 RC からは、クリスマス会

の際に披露した男声合唱団「シャイニング・ス

ター」が発表する予定。 

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 

３月２９日 ３８ (３５） ２０ １５ ５７.１６ １５ １００ 

４月１２日 ３４ (３２） １９ １３ ５９.３７   

社会奉仕委員会 梶浦委員長 

-スマイル- 

【小柴 智彦 会長】 

今日はクラブフォーラムです。来年度に向けての

準備をしていきましょう。 

【本田 昌子 会員】 

久しぶりに皆様にお逢いしたく出てきました。 

【吉田 新一 会員】 

妻の誕生日にお花をありがとうございます。先日

のピースウォークお疲れ様でした。日本の道路は

路地に至るまでゴミ１つなくきれいできもちよく

歩けました。ありがとうございました。 

出席報告-狩野副委員長 



-卓話-「クラブフォーラム次年度について」 

石田会長エレクトより 

次年度は、3つの目標があります。 

１． 会員増強 

２． 財団100周年に伴う事業参画 

３． ポリオ撲滅 

会長の考え方 

藤沢東クラブの次年度は、「もっと元気よく、

明るく楽しくやっていきたい」と思っておりま

す。 

たとえば、新会員が入ってすぐやめられるの

は、会社の事情などがあるにしても、寂しく残念

なことです。次年度はもっと魅力あるクラブにす

るため、サークル的なもの、趣味とかの集いを創

って楽しくできれば、と思っています。一年間「親

睦」というものに意義をおいてやっていきたい、

と思っております。 

 会員の皆さん、よろしくお願いします。 

次年度林幹事と会長エレクト

このあと、委員会毎に次年度のテーマについて

テーブルミーティングを行いたいと思います。 

みなさん、よろしくお願いします。

クラブフォーラム 

-テーブルミーティング- 

テーブル：R財団米山奨学委員会 

テーブル：奉仕プロジェクト委員会 

テーブル：クラブ管理運営委員会 



クラブフォーラム 

-発表- 

クラブ管理運営委員会 田中委員長 

奉仕プロジェクト委員会 小柴委員長 

R 財団米山奨学委員会 土屋委員長 

・ロータリーの友平成28年 4月号抜粋   

雑誌・R情報委員会 加藤信忠委員長 

横からのページです。表紙は長崎県西海国立公園で

大小４００あまりの島々の間を走る海賊遊覧船み

らい号だそうで、松尾芭蕉に見せたい景色であるそ

うだ。佐世保南ロータリークラブの近藤正人会員の

撮影です。 

扨、K・RラビンデンRI会長のメッセージです。 「や

るべきことは自らの手の中に」 

私はインドのコルカタでマザー・テレサにお目にか

かる機会がありました。彼女は並外れた人格者で、

彼女が通りを歩けば、人々は道を開けたといいま

す。しかし、彼女は会話の中で、自分の功績に触れ

られても、関心を示す事はありません。 事実自ら

が達成した最大の功績は何かと聞かれると「私はト

イレ掃除のエキスパートです」と応えたそうです。 

ある日、身なりの上品な男性がコルカタの彼女の修

道院に訪れた時、受け付けた修道女は、トイレを掃

除をしているマザー・テレサの所に案内しました。

するとテレサは紳士が、ボランティアに来たのかと

思い、ブラシの正しい持ち方や水の使い方を教えた

そうです。紳士は素直に掃除して、その後、「終わ

りましたのでお話をさせて下さい」と、本来の要件

を伝えたそうです。感動した紳士は、航空会社の責

任者だったので、後年、残りの半生をその事を多く

の人に伝え、テレサと同じ様に額に汗して病める者

たちのケアを行ったそうです。彼女のように人生

や、家・家族の全て捧げる事はむずかしいでしょう

が、1年のうちに20分、或いは、20時間・20

日間なら、誰でも、彼女の様になる事が出来るので

す。私たちは、人がやらないような仕事でも、自ら

の手で誠心誠意、額に汗して取り組む事が出来ま

す。 

 そうする事が、この世で最も意義ある活動だと知

っているからです。4月は母子の健康月間です。 7

ページからは特集で、「こどもたち、若い人達が、

夢を持てる未来のために」です。先ず、淡路三原ロ

ータリークラブの支援で「中学校の淡路人形浄瑠

璃」です。500 年の歴史を誇る無形民族文化財を

三原中学校の生徒が公演したのです。 



松江東ロータリークラブは「歓声に包まれた森 

里山塾」の応援で森の大切さを教えます。平塚ロ

ータリークラブは「第 10 回良い音楽に親しむ

会」の応援です。他、八幡浜・小矢部中・寒河江・

岡山・橋本・明石西ロータリークラブなどの活動

がみられます。 

14 ページは、茅ヶ崎中央ロータリークラブの

「家庭健康教育プログラム」始動です。AMDA

の会を通じて、ハイチ・大地震の医療支援・パキ

スタンのポリオ撲滅。 

１８ページは「米山梅吉記念館をロータリー日本

の宝物にしよう」というテーマ-です。 

今年 4 月 28 日が米山梅吉没後 70 年で、米山

梅吉氏の経歴の秘話と功績が 20 ページまで掲

載されております。特に19ページはロータリー

との関わりになっております。 

21ページは、米山梅吉記念館の現状と今後と題

して、理事長渡辺侑介氏とのインタビュウー 

です。米山梅吉記念館は平成10年に新築された

ものです。東京RCや 2620地区や館の近くの

クラブの寄付やボランティアで運営されており

ます。これを「日本のロータリの学術拠点」と位

置づけ、論考を記念館に集積して日本の宝物とし

てロータリーの発展に寄与できれば幸い。 

22 ページは、世界のロータリーのニュースで

す。 

フィリッピンのマバラカットRCの医療活動、フ

ランスのロシュフォシュメール RC の木造船の

復元、・アメリカ・ニューヨーク州の第 7190

地区パストガハナーがシミューレーター装置寄

付の寄付。オーストラリアのホーソーンRCが植

物温室の支援活動。などです。 

24ページは地域に貢献し、世代間で交流する、

第2560地区(新潟ローターアクト)の活動 

26ページから「心は共に」未だ未だ続く東日本

大震災のロータリークラブの活躍です。川崎大師

RC・東京浅草中央 RC・名古屋みなと RC・福

島南RC・大阪リバーサイドRCなどの救援活動

は夫々の方法で活躍しております。 

33 ペーシは、当 2780 地区田中ガバナーのお

話しです。「行動すると夢が生まれる」で第 9

グループの IMが、1月 21日小田原駅でキャン

ペーンを展開しました。 

中桐万里子の講演は二宮尊徳の言葉「譲って損な

く奪って益なし」 

34 ページです。「よねやまだより」ベトナムの

ホアン・テイースーンさんです。 

世話クラブは秋田湯沢ロータリークラブでする

資源リサイクル技術士を目指して頑張る。 

縦ページです。国際ロータリー第 2880 地区立

川RC創立40週年記念講演要旨です。 

  講師は庄内方言記録者 樋渡 浩氏 

私は教職を退いた後、足掛け20年に渡って山形

県庄内町を中心とした地域の方言を記録してき

ました。そこで私は学問的な事は研究者にまかせ

て、いくつかの庄内地方の方言を述べて見ようと

思います。 

おらほの言葉はズーズー弁です。私が子どもの

頃、農村部の男性の多くは、冬になると頬かぶり

をしていました。自然口の回り筋肉の動きが鈍く

なり、寒いので大きな口が開けられないので、自

然、獨音や鼻音になって、スとシ・ツとチの区別

が曖昧になったのではないか。そんな事で、集団

就職列車で上京した子どもたちの苦労があった。

しかし、でも、「おらほの言葉」は庄内弁として

大切にし続けたいものです。 

縦の 11ページは わがまち・・・・そしてロー

タリーの欄です。 

今月は・・・千葉県千葉市です。2月の6日と

7 日幕張新都心ホテルで地区大会が行われまし

た。ホストはし千葉ロータリークラブです。 

大会の冒頭、ロータリーの活動を伝える映像に合

わせて、ジョン・レノンの「イマジン」が流れた。

ウクライナ出身の女性歌手カテリーナさんの民

族楽器パンドゥーラを弾きながらのライブであ

る。心にしみる演出です。・・・ 

縦１３ページ友愛の広場です。時間の都合で省き

ますがお読み下さい。 

縦 18ペーシは 卓話の泉です  

はじめに岐阜県大垣中 RC、の玉子屋別館の代表

安田親生会員「美味しいだしの取り方」 

うま味の物の質はアミノ酸であるグルタミン酸

とイノシン酸を組み合わせる事。 

つぎに北海道遠軽 RC の(有)たかはしの代表取締

役の高橋義昭会員楽が「エンディングノート」に

ついてです。葬式や供養のし方を考える。次に神

田 RC、芝三光の江戸しぐさ振興会の結のえ美氏

「江戸しぐさにまつわる話」江戸幕府は全国から

商人や職人を呼び寄せて城下町を作くりました。

そして、さまざまな講を作りました。その中でも

町作りに力を注いだのが江戸町講です。町講か集

まったが江戸講で、江戸講がルールと共通の文化

を作った。  以上です。 


