
第19４９回例会 2016年 11月 1日（火）(天候) 雨 №16 
点鐘 

開会 

国家斉唱：君が代 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

「４つのテスト」SAA 「理念」幹事 

ゲスト・ビジター紹介 

ゲスト 片倉昌幸様（湘南信用金庫藤沢支店長） 

ビジター薗信雄様（東京銀座ロータリークラブ） 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告- 

・地区大会、親睦旅行と2周続きまして、皆さ 

んお疲れ様でした。今年はイベント毎に雨に 

 みまわれて残念ですが、これからは天気にな 

 ることを祈って頑張ります。 

・地区大会において土屋会員がメジャードナー 

で表彰されました。代理で私が授与されまし 

た。合わせて当クラブもロータリー財団寄付 

優秀クラブということで表彰されました。 

・親睦旅行は、水川委員長お疲れ様でした。 

-表彰＆特別挨拶- なし

-幹事報告- 

・本日、例会後に理事会を事務所にて行います 

 よろしくお願いします。 

・11月 6日（日）9時から湘南学園周辺の地

域清掃活動を行います。 

1時間余りの清掃活動です、終了後昼食会も

ございます。湘南学園インターアクトクラブ

を中心にロータリーとの関係も強くなってお

ります。先日の藤沢市民祭りでのポリオキャ

ンペーンで、声をからせてアピールしてくれ、

また、青少年交換でのホストファミリー引き

受けでは第3G全体でとても助かっておりま 

す。今後とも関係強化するためにも多くのロ 

  タリアンの参加をお願いいたします。 

・米山学友会主催｢国際交流会｣開催のご案内 

 日時:H28/11/19(土) 13:00開会(12：30から

受付) 場所：秦野商工会議所1F会費:3,000円 

・ゴルフコンペ開催のお知らせ 

 開催日 ：2016年 11月 21日(月) 

 開催場所：湘南シーサイドカントリー倶楽部 

 開催時間：8:00集合受付9：00アウト イン ス

タート プレー費：17,800円 参加費：7,000

円 表彰式＆パーティ 台湾料理湘南シャオツー 

・訃報 藤沢北ＲＣ遠藤征吾会員がご逝去されまし 

た。心よりお悔やみ申し上げます。尚、既に密葬 

儀は済まされております。 

・他クラブからの例会変更の連絡、回覧します。 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  加藤信忠会員 

       村上 進会員 

       横田佳代子会員 

配偶者誕生日 土屋幸子様(土屋善敬会員配偶者) 

バースデーソング 

-委員会報告- 

・ロータリーの友 概要 加藤雑誌Ｒ情報委員長 

・出席報告 出席委員会 

・スマイル報告 スマイル委員会 

-卓話-クラブフォーラム 河合クラブ研修リーダー

点鐘、閉会 

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１６日 ３４（３０） － － .     .  

１１月 1日 ３４（３２） ２１ １３ ７９.４１   
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クリスタルホテル3F「フォンテーヌ」 

Fontaine 



-スマイル- 

【石田能治会長】 

地区大会、そして親睦旅行、ありがとうございま

した。無事終了しました。 

【林葉之幹事】 

河合研修リーダー、本日の卓話楽しみにしていま

す。宜しくお願い致します。 

片倉様、薗様ようこそ藤沢東ロータリークラブへ 

【加藤信忠会員】 

誕生日祝をして頂きまして有難うございます。 

もう少し頑張れるかもよ。

【入澤初子会員】 

バス旅行楽しかったです。 

又、地区大会の折は、娘がバスに同乗させて頂き

ありがとうございました。皆様によろしくとの事

です。 

【田中正昭会員】 

先月は妻の誕生日祝いの花束ありがとうござい

ました。 

【吉田新一会員】 

片倉支店長様 藤沢東ロータリークラブへよう

こそ！宜しくお願い致します。 

-委員会報告-

土屋メジャードナー紹介      石田会長 

-委員会報告- 

ロータリーの友 平成 28年 11月号抜粋です。 

加藤信忠 雑誌・R情報委員長 

左のページからご案内します。RI 会長ジョ

ン F・ジャーム氏のメッセージです。 

標題 「アーチC・クランフの革新」 

親愛なるロータリアンの皆さん、 1917 年に

アトランタで開催された 国際大会に思いを馳

せて見ましょう。この大会で当時の会長アーチC

クランフが残した「世界で良いことをする基金を

作るのが極めて適切であると思われる」と云う言

葉が論争を巻きおこしたのです。問題が起きるの

では無いかと云う危惧はしていたが、それでもク

ランフのアイデアで、ミズリー州のカンザスシテ

イロータリーから26ドル50セントが支持の形

で寄せられたのです。 

100 年近くなった今、このアイデアが単に先見

の明だけでなく、革新的で有ったと確信しており

ます。このロータリークラブのアイデアの「世界

で良いことを」が巨大な仕組みになって確立さ

れ、ロータリー財団の礎になるわけです。 

来年は、その財団が誕生した街、アトランタで行

われる国際大会で多くの方々にお会い出来るの

を楽しみにしております。期待もしております。 

そして、100 周年ですが、他にも祝う方法は沢

山あります。詳細は100周年記念ウェブサイト

でご覧下さい。 財団 100周年の祝賀で最も重

要な事は、3億ドルの寄付目標を達成することで

す。皆さんからの財団の支援が、ロータリアンが

次の一世紀も世界で良いことを続け、「人類に奉

仕するロータリー」のためのこれが最善の方法な

のです。 

７ページ    難民にシェルターを・・・国連

UNHCR協会 中村恵氏(元84年度財団奨学生) 

報告では、国連難民高等弁務官事務所では難民

200万人のためにシェルター、建設又は改善の

ための資金提供を民間セクターに呼びかけてい

ます。それでも200万人と云う数字は、国連の 



援助対象者の八分の一だそうです。8 ページか

らの写真をご覧下さい。阿坂さんの撮影です。 

阿坂奈美さんは中野ロータリークラブ推薦でイ

ギリス留学以来2008年から国連難民事務官に

なりました。写真は、阿坂さんからの、南スー

ダンの難民の子供達です。南スーダンは、2013

年再び内戦が勃発して多くの人は国内の安全な

場所や、隣国ウガンダの国境近くに避難してい

るそうです。国連事務所では、パートナー団体

と共にバケツや水くみ容器や、蚊帳などの援助

物資の提供。 

１０ページはシリア南西部の国境・ミャンマー

の国境・ブルンジからタンザニアに逃れた難民

です。１２ページです。 京都モーニング RC

の太田和夫博士会員から「日本のポリオ」・・・

発症から撲滅 そして、今後の課題を 6 ペー

ジに渉り論文として書かれております。 

内容として、  ポリオの患者は減り続けて根

絶は目の前に来ていること。始は1988当時で、

ポリオ常在国が１２５国３３万人が推定されて

いたのです。 

 日本も昭和の中頃まで大変な時期で１９６２

年に５６０６人が罹っていました。ワクチンに

ついても日本ではポリオワクチンの他に、ジフ

テリア・破傷風・百日咳の三種混合ワクチンの

投与もしていました。 

纏めとしまして、ジョナス・ソーク博士が開発

して 60 周年、１９８８年国際ロータリーが

who・ユニセフ・などの「世界ポリオ根絶推進

活動」に参加して約四半世紀を経た現在ポリオ

の発生は９９．９%減少しております。１２０

万人のロータリアンはこれまでに１３億ドル以

上の活動費を寄付して、しかも、１２５カ国２

５億人の子供にボランデイア活動を行い支援し

てきたのです。地球レベルでの多大な貢献を果

たした、ロータリーは素晴らしい功績をあげた

のです。 

１８ページです、各地のポリオ撲滅運動です。 

東京東江戸川区ロータリーのポリオの会に参加

した活動報告。 

柳井ロータリークラブの松浦会員から、少年・

少女レスリング大会を、柳井武道館で、ポリオ

撲滅のパネル展の展開、レスリングには、柳井

ロータリークラブ杯の提供。 

１９ページ歌手のドノヴァン氏がポリオ撲滅大

使に任命をして大詰めのポリオ撲滅に協力して

くれています。彼は子供の頃ポリオに罹った事

があるのです。 

２０ページから、各地区ロータリークラブ１０

０周年を祝う行事です。 

２２ページ世界のロータリークラブの活動状況 

です。イギリスのロータリークラブがテレビの

クイズ番組に出演。 

ガーナーでは、ロータリアンがバス亭の修復に

５０万円寄付。 

アメリカのカリフォルニア州のロータリークラ

ブで,退役軍人の慰労会を模様する、感動します。 

フィリッピンのロータリークラブは、給水サー

ビスです。 

オーストラリアのシドニーロータリークラブは

例会をオペラハウスハウスに係留のクック号だ

そう。 

24ページは「よねやまだより」「モンゴルのハ

ヤンバット・トウメンデルゲルさん 

世話クラブは大阪東ロータリークラブです。カ

ウンセラーは井上会員 

便り・・日本に来る時は何時も只今と言います。

モンゴルの首都ウランバートルには、ゲル地区

というところがあります。自然に大きく依存す

る遊牧生活ですが、年々厳しくなります。その

遊牧生活を捨てて来る人は、低賃金の肉体労働

になります。そんな事で、子どもは 30 人に 1

人しか教科書は貰えません。私はこの地区に図

書館を作ろうと、大阪東ロータリークラブの力

を借りました。40 の学校にも図書室を作りま

す。 

26ページは、心は共に・・・こころの送り物 

豊中南ロータリークラブは「太鼓の音色」を被

害の大きかった益城町に、「和太鼓神戸松倉組」

で太鼓の生演奏を送りました。東大阪中央・熊

本東・クラブなどが心のケア活動か活発です。 

東日本大震災には神田ロータリークラブは、大

船渡や南三陸町でのミニコンサート、名古屋の

大須ロータリーが、東日本チャリティコンサー

トなどの活動です。ロータリーの「心は共に」

のひと駒です。。 

縦のページです。今年の2月27日 2590地区

の IM基調講演の要旨です。 

講師は鳥取短期大学教授・小泉八雲記念館長 

小泉 凡氏です。   

要旨は、祖父八雲は、1890年 4月にアメリカ

から横浜に来ました。日本の印象が良いので永

住を決めたそうです。本名はラフカディオ・ハ

ーンです。松江に赴任し小泉セツと結婚し、4

人の子どもがいました。実態はギリシャ系アイ

ルランド人です。ニューヨークで英訳の古事記

を読み、惹かれて出雲に来ました。八雲の作品

を通じて、その根幹にあるものは、オープンマ

ウンドなのです。八雲自身、多神教の世界を歩

いて来たし、そう言う世界に心が開かれている

のです。八雲が住んでいた場所は荒神さんとい

う神様が各地に祀られているところです。 



その神は地域の農耕を司るオールマイティーの

神で毎年 11 月にはご神木のしめ縄を付け替え

ます。八雲はこういったものに大変興味を持っ

た様です。故郷のアイルランドのケルト族の文

化をうけいれていたからです。八雲の怪談は日

本でよく読まれているようですが、未来を予言

する事も好きなようで、日清戦争も予言したよ

うです。1854 年、安政南海地震では、紀伊の

国広村の庄やの話があります。彼の1896年発

表の「生神様」と云う作品が国語教科書に採用

されたのです。津波と云う言葉も海水面の突然

の隆起として世界に広まったそうです。 

八雲はホラーも好きですが、怪談を通じて、そ

こにある真理というものを伝えたかった様で

す。 

縦の 9ページです。「クラブを訪ねて」  

米子ロータリークラブです。 

米子城の足元にある全日空ホテルで第3130回

例会は開かれました。昭和27年の創立です。 

米子と境港の 5 ロータリー野球のリーグ戦の話

題、親睦の百壽会などは、安来節のエッサの料

亭です。 

１８ページ卓話の泉、魚津 RC の青山内科医院

長青山会員「消化器疾患でない腹痛について」

は大変重要な病気の様ですから是非お読み下さ

い。 

以上 11月号の紹介です。 

加藤信忠会員「お誕生日おめでとうございます」 

-卓話- 

クラブフォーラム 

「クラブ細則について」河合クラブ研修リーダー 

定款に続いて2回目は「細則」についての説明を

スライドと資料にて行って頂きました。 

一部抜粋 

☆「国」を「ロータリー」に置き換えて 

ロータリーがあなたのために何をしてくれるの

かを問うのではなく、 

あなたがロータリーのために何を成すことがで

きるのかを問うて欲しい。（河合研修リーダー） 



説明資料から 



ゲスト   薗 信雄様（東京銀座RC）

会場 3F「フォンテーヌ」


