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第 1926回例会 2016年5月10日（火）(天候) 晴れ №38 
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。 

・ＲＩ日本事務局発信の「財団ニュース」が届

きました。ご興味ある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  

鈴木和夫会員（欠席） 

 狩野圭司会員 

配偶者誕生日 
大久保会員の奥様、美智子様 

河合克彦会員の奥様、ますみ様 

田島勇次会員の奥様、武子様 

林会員の奥様、由美様 

-委員会報告-「ロータリーの友」加藤委員長 

-表彰-なし 

-スマイル- 

【小柴 智彦 会長】 

本日のフォーラム、本田研修リーダーよろしくお

願いします。 

【村上  進 幹事】 

先日は妻の誕生日にお花をいただきありがとう

ございました。 

【田中  繁 会員】 

おかげ様で心臓のアブレーション手術が成功し、

元気になりました。一回ＡＥＤで心臓を止め再起

動し、正常に働くようになりました。 

【本田 昌子 会員】 

久しぶりに皆様のお顔を拝見したく出席いたし

ました。健康第一に日々をお過ごしください

ね！！ 

【河合 克彦 会員】 

家内の誕生祝ありがとうございました。 

【狩野 圭司 会員】 

87歳の誕生日を迎えることになりました。 

本日はお祝いありがとうございました。 

2015～2016

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 

４月 ３日 ３４ (３０） ２２ ８ ７３.３３ ４ ８６.６６ 

５月１０日 ３４ (３２） ２３ ９ ７１.８７   

出席報告 



-委員会報告- 

「ロータリーの友」情報委員長 加藤忠信会員 

ロータリーの友平成 28 年 5 月号抜粋です。

横の表紙は、昨年開祖 1200 年の高野山の法要で

す。撮影の岡山ロータリークラブの脇村会員の努力

は、片道65キロの道を3回訪れたそうです。 

さて、始めに、ラビンデンRI 会長のメッセージです。 

ロータリーの物語は書き変えられなければならな

い。 

数年前ケニアのカノ平原の地域社会で、水の供給の

改善事業を引き受け実行委員会が結成されました。

そこで、灌漑用水と、家畜用の水供給システムを改

善するニーズが決定して直ぐ作業が始まりました。

ところが、工事が始まると、地元の女性グループが

反対として立ちはだかりました。そこで、その水が

何世帯もが使う飲料水や生活用の水源だと云う事が

わかりました。 

なぜ、此のような事が起きたのかというと、地域の

ニーズとリソースをよく理解しているのは、女性た

ちで、女性らの意見を求める事を怠ったのです。 

ロータリーに女性が入会する様になったのは、僅か

30年程前の事です。今は5人に1人の割合になり

ましたので、ロータリーが生産的になりました。そ

れは、偶然ではありません。 

ロータリーの男女平等の方針は明確です、それでも

女性に門戸を閉ざすクラフはあります。持ちうる才

能、能力、人脈の半分以上を見逃しているのです。

固定概念に固執すれば、奉仕活動だけでなく、組織

全体がダメージを受けるでしょう。私たちは、いつ

までもポールハリスの時代に生きている振りをする

わけには生きませんし、ハリス自身も望んではいな

い筈です、ハリスが望んだように「ロータリーの物

語は、何度も何度も書き変えなければならない」の

です。 

６ページです。 「ロータリーとは」のページです。 

この度の地区協議会でも取り上げられました。「ロ

ータリーの誕生とその成長」一つは、「日本のロー

タリー」この二つの項目については、先日の、地区

協議会の、公共イメージの分科会の冒頭は、このお

話からが始まりました。 

７ページです。今月は青少年奉仕月間です。

「こどもたち、若い人たちが夢を持てる未来

のために」のコーナーです。 

日向ロータリークラブの支援は、日向市の美

美津小学校と幸脇小学校が統合されるので、

児童100人を対象に、理科の化学実験教室を

開催しました。その他、観音寺ロータリーの

「補導活動の際に着用するベストを補導員に

提供しました。倉敷水島・横浜旭・琵琶湖八

幡・松江南ロータリークラブなどの、青少年

支援の活動情報です。 

14ページの、異文化に接しては、  毎年日

本から、さまざまな国へ高校生を派遣しとて

います、彼等が異文化交流を通じてどういう

経験をしているか、まとめて見ました。 

スポンサーが小田原城北 RC の諏訪間君はロ

シアのウラジオストクの大学に進学・嵯峨大

和 RC の対馬ゆうみさんはブラジルに留学、

その他夫々の道を歩んでいるようです。ロー

タリーは人を作るといいますが、顕著な実態

です。 

18ペーシ JHIS close(クローズアップ)で

す。 ポリオ撲滅に取り組むロータリアンた

ち 

浦和南 RC は浦和よさこいに協賛して今年度

7回目のポリオ撲滅募金です。熊本県東RC、

でも 11 月 8日風流街浪漫フェスターに参加

して、一緒にポリオ撲滅の募金運動の実施が

恒例になっているそうです。その他、郡上八

幡・守山・佐久・宇佐八幡各ロータリークラ

ブの活動がピックアップされています。 

26ページです。世界のロータリークラブはど

んな活動をしているのかのニュースです。 

イギリスです。フアーネースロータリークラ

ブの主催でサイクリングを樂しむ会です。5・

13・23・50マイルだそうですが、収益金が

５万9000ドル(680万円)を慈善団体に寄付

といいます。 

トーゴのロメルミエ・ロータリークラブはシ

カゴロータリークラブの援助もあって西アフ

リカの八つの教室のある学校に教科書を寄

付。マレーシアのスバンローターアクトが、

ネパールの地震・災害の復興に寄付・メキシ

コのサンセットロータリークラブやタンザニ

アなどに学用品を送る。バハマのロータリー

クラブの活躍など海外のロータリアンの活動

もご覧下さい。 

２８ページから「心は共に」変わらぬ東日本

大震災の応援です。 



市は、スポーツの街を標榜しています。 

13ページ・・友愛の広場 

18ページ。 卓話の泉です。名古屋名駅RC

にて、元東海旅客鉄道株式会社専務取締役志

田威会員が「東海道五十七次」について、東

海道は五十三次ではなく、本来は大阪までで

五十七次なのです。次は、上田RCにて豊殿

診療所 所長戸兵周一氏「食と健康にまつわ

る話」長野県は長寿県です。それは、タンパ

ク質の割合に起因する。最後は、和歌山県・

高野山RCの珠数屋四郎兵衛株式会社社長平

田会員は、「包丁の話」、日本の包丁は世界

に名だたる存在です、鋼とは、一言で言えば

炭素を含んだ鉄合金だそうです。  

以上抜粋してみました。 

-各種連絡- 

☆「塩釜東RC50周年記念式典」について 

 梶浦社会奉仕委員長 

☆「クバオ南RC30周年記念式典」について 

 林国際奉仕委員長 

☆熊本地震に対する義援金について 

 小柴会長 

 前回（4/17）例会時の会員の皆さんの義

援金については送金済みです。 

前回欠席の方は本日もまだ受け付けていま

す。ご協力の程お願い致します。 

奈良の飛鳥ロータリークラブの25周年は、被災地の

東松島の農作物を食べて応援・買って応援。気仙沼

RCと宇都宮RCが連携して第四回宇都宮さんま祭は

サンマ 3000 匹を購入して焼いて市民に販賣して支

援の輪を広げる。長良川ロータリクラブが石巻市の羽

黒山公園でのロータリーデーに合わせ、山桜10本と

ドウダンツツジ100本を植樹する。石巻南RCの存

続が危なかっただけに良い提携でした。 

30ページ「よねやまだより」です。今月は韓国のチ

ョンミンホさんの紹介です。世話クラブは津南ロータ

リークラブです。「誰も知り合いが無い環境で博士課

程の学位を取得して帰国する私に送別会を開いてく

れたのは、忘れられない。」 

縦のページです。 昨年9月12日2560地区(新潟)

第 4分区 IMの記念講演です。 

標題は「はきものを揃える 私の凡字徹底」です。 

平凡な事を徹底することで平凡は非凡になる。 

「奉仕」とい言葉は、曹洞宗で言えば「世のため人の

ために尽くす」ということです。曹洞宗の開祖道元禅

師が作った、お経の修証義の「發願利生」の真髄の事

です。 

その曹洞宗の教えの中に「脚下照顧」という言葉があ

ります。分り易く言えば「はきものを揃える」という

事です。長野県立松本高校に赴任した時は、早めに出

勤してゴミを拾う。廊下のモップ掛けをしました。濱

口國雄の便所掃除の詩を紹介して、私のトイレ掃除が

始まった。そしたら生徒がよくなって、東京大学にも

現役で10人位は入れるようになりました。そんな事

で私の凡事徹底は今も続いています。奉仕の理想の原

点である。「履物をそろえる」という身近な、平凡で

はあるけれど、継続する事に意義ある活動に手をたず

さえて下さい。 

縦の９ページは  わが町・・・そしてロータリーで

す。今月は埼玉県さいたま市です。大宮ロータリーク

ラブの紹介です。「鉄道のまち」人口127万人、全

国 9 位の街です。サッカー。・自伝車・マラソン・

そして、ウオーキングが盛んになり、近年のさいたま 



-卓話-クラブフォーラム「クラブ研修」 

本田クラブ研修リーダーより、この 2 年間のク

ラブ研修についてのご報告と次年度の河合研修

リーダーからのご挨拶および次年度の研修につ

いての抱負をご説明いただいた。 

続いて、小柴会長より、地区カレンダーを基に地

区との関連行事と、第 3G の合同事業について

説明がありました。 

本田クラブ研修リーダー

「ロータリーそのものが奉仕の団体、寄付金の 

有効な使われ方、等々について話してきました。」 

河合次年度クラブ研修リーダー 

「ロータリーのルールであるクラブ定款と細則 

等について説明していきたい。」 

小柴会長 補足 

第 3Gの合同事業 

2016-17年度 ポリオ撲滅キャンペーン担当 

2017-18年度 特になし 

2018-19年度 特になし 

2019-20年度 ＩＭ 

2020-21年度 青少年交換 

2021-22年度 特になし 

第３グループ共同プロジェクト 

公共イメージの向上・ポリオ撲滅キャンペーン 

7月 遊行の盆 

9月 藤沢市民まつり 

2月 ロータリーデー街頭キャンペーン

地区カレンダーより 

6月 7日（火）会員増強・会員維持セミナー 

8月 9日（火）藤沢東ＲＣガバナー公式訪問 

8月 27日（土）米山奨学セミナー 

10月 15日（～16日）地区大会 

（ホスト：秦野ＲＣ） 

11月 28日（月）ロータリー財団地域セミナー 

3月 14日（火）ＰＥＴＳ（ミナパーク） 

3月 26日（日）第3Ｇ・ＩＭ 

（ホスト：藤沢北西ＲＣ） 

4月 16日（日）地区研修協議会 

（ホスト：小田原北ＲＣ） 

6月 10日（土）国際大会（米国・アトランタ）


