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第 2035 回例会

2018 年 10 月 2 日（火）(天候) 曇り

クリスタルホテル 3F「フォンテーヌ」
点鐘
Fontaine
開会
国歌斉唱：君が代
ロータリーソング：「奉仕の理想」
４つのテスト：ＳＡＡ
藤沢東ロータリークラブの理念：幹事
ゲスト・スピーカー・ビジター紹介
藤谷兼一様（(株)不動コンストラクト代表取締役）
山上正道様
（AMDA 社会開発機構国内事業部チーム長）
中村宣夫様（名誉会員）

会食・懇談
-会長報告・脇ガバナーより公式訪問のお礼が届いておりま
す。
・親睦旅行について
まだ参加受付をしていますので参加できる方
は、是非ご参加ください。
・地区大会について
10/14（日）です。
奮ってご参加いただければと思います。
・出席率について
今年度の出席率が高いのは、いつも出席しな
い、会長・幹事・出席委員長が出席しているた
めではないかという話も聞きますが。。
みなさん引き続き出席のご協力、お願いしま
す。

出席報告
例会月日
10 月 2 日
9 月 11 日

総員（名）
３6（３2）
３6（３3）

出席（名）
22
22

№11

-幹事報告・本日例会後、理事会をこの会場で行います。
理事役員の皆様は、ご出席いただきますようよ
ろしくお願い致します。
・市民まつりポリオ募金中止のご報告
悪天候のため中止となりました。
参加を予定されていた皆様、ご協力ありがとう
ございました。ピースウォークなど別の機会で
の実施を検討しています。
・親睦旅行の会費について
指定の親睦口座が旅行の案内に記載されてい
ますので、お振込をお願いします。
・地区大会の集合場所について
当クラブより 20 名の方が参加されます。案内
を配布しています確認してください。JR 藤沢
駅、茅ヶ崎駅、会場受付での合流で考えていま
す。ご協力お願いします。
・第 3 グループ親睦ゴルフコンペ
10/17（水）芙蓉カントリーにて行われます
が、まだ参加受付中です。参加される方は幹事
もしくは事務局までお願いします。
・北海道地震義援金のお願いが届いております。
回覧いたしますのでご協力お願いします。
・神奈川県ロータリアン親睦テニス会のお知らせ
日時：11/13（火） 9：30 集合
16：00 パーティー
18：00 解散予定
会場：湘南ローンテニスクラブ
パーティー会場:MOKICHI（茅ヶ崎市香川）
参加料：ロータリアン 7,000 円
家族・ゲスト 5,000 円
資料を回覧いたします。

欠席（名）
14
14

出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率
68.75
.
66.67
1
69.70

・例会の変更のお知らせ
藤沢北西ＲＣ
10/11（木）祭日振替休会)
10/18（木）振替休会→10/14 地区大会

-委員会報告ロータリーの友 平成 30 年 10 月号抜粋
加藤 信忠 雑誌・R 情報委員長

綾瀬ＲＣ
10/9（火）休会（クラブ定款により）
10/30（火）休会（クラブ定款により）
藤沢ＲＣ
10/31（水）休会（クラブ定款により）
大和ＲＣ
10/9（火）取止め例会（祝日週）
10/16（火）10/14 地区大会に振替のため休会
11/13（火）11/10,11 やまと産業フェアに
振替のため休会
11/20（火）取止め例会（祝日週）
12/11（火）12/9 交通事故撲滅大作戦に
振替のため休会
12/18（火）12/16 クリスマス家族会に
振替のため休会
・ICA Japan からニュースレターが届いてお
ります。後程回覧いたします。
・財団室 NEWS 10 月号が届いております。
後程回覧いたします。
・塩釜東ＲＣ会報が届いております。
後程回覧いたします。

-委員会報告・「ロータリーの友」平成 30 年 10 月号要約
雑誌・R 情報 加藤委員長
・出席報告
出席委員会
・スマイル報告
スマイル委員会
-卓話『AMDA-MINDS の活動と
ロータリークラブとの連携について』
山上 正道様（AMDA 社会開発機構
国内事業部 チーム長）
-次回例会案内10/9（火）通常例会
点鐘
閉会

RI 会長 バリー・ラシン氏のメッセージです。
ロータリアンの皆さま、毎週木曜日の朝、ポリオ
撲滅の最新情報に関する E メールが世界保険機
構から私の元に届きます。
このメールには現在実施している予防摂取活
動の場所や実施方法。そして現在予防摂取受ける
子どもたちの数、環境調査により判明したウイル
ス蔓延の兆候が見られるかどうか、と言う場所
の、数行を目を通すだけですが、生ポリス・ウイ
リスに罹った子どもが、いない事を確認するまで
は心臓が止まる思いです。皆さん、これが私とポ
リオと取り組んでいる現状です。
30 年前までは、毎日 1000 人の子どもたち
が、ポリオに因る麻痺を発生しておりました。
それ以降、歳を追うごとに、、その発生は少なく
なって来ています。木曜日に E メールを開いたと
きに気になるのは、「そこに書かれている数字で
はなく、今週は、麻痺した子どもがいたか、いな
かったのか、ということです」。
ポリオ撲滅と言う夢は、もう手の届くところに
あります。今月は、私たちすべてのロータリーク
ラフに対して、10 月 24 日世界ポリオデーに合
わせて「エンドポリオ・ノー」の後押しをする様
に呼び掛けてそこはおります。昨年も各地で何千
ものロータリークラフがポリオ撲滅の啓蒙活動
と募金活動を行いました。今年も、ライフ配信に
関する情報やイベントを成功に導くリソースを
用意してあります。ご覧ください。ポリオのない
世界を実現するインスピレーションになりまし
ょう。

5 ページは、ドイツ・ハンブルク港の賑わいです。
取扱量が 1 億 3000 万トンを超える港街です。
そのハンブルグのエルベ川沿いは住宅街です。そ
の静かさとは対象的です。今年の国際大会の開催
地になります。

そしてその人たちが似合う街でもあります。写真
は有名なサミュエル・ザダー氏です。33 ページ
まで、そんな風景を続けてご覧になると、ハンブ
ルグの街がよくわかります。来年の国際大会は、
そのドイツのハンブルグになります。

8 ページです、今年は明治 150 年記念の年です。
会津藩と薩摩藩の戦争がありましたが、今は会津
ロータリークラブと、昔鹿児島藩主を努めた島津
家の修久氏と会津藩主の後裔の田中氏を中心に
ロータリークラブの姉妹クラブができまして、そ
れぞれの墓地に椿を植えて恩讐を超えて友好を
築いております。
また、激戦の角館戦線では、大村ロータリーク
ラブと角館クラブの交流ができて、秋田の竿頭
が、九州の武雄の街に繰り出しました。
両ロータリークラブの枠を超えた交流には両市
長が感動しました。

34 ページ「世界中でのロータリークラブの活躍」
「世界を変える行動人」パナマ市の、ローターア
クターたちは貧困医療の活躍。カメルーンでは、
南西部は動植物の楽園です。政府は公園の管理を
強化しましたので狩りをして生活をしている人
は生活に困る。ピースリーバーロータリークラブ
が奨学金プログラムを立ち上げました。

14 ペーシは、米山だよりです。今までは、当パ
ストガバナーの小沢氏が理事長でしたが、この度
豊田ロータリークラブの斉藤会員と交代しまし
たので対談をしていただきました。
総括して見ると、経済が右肩上がりの時代の奨
学生は、年間 1100 人が続いていましたが、現
状は、700 人台です。彼らは生涯の日本の理解
者であります。絶対、リカバリして行きましょう。
手放しては、いけない存在です。

イギリスはロイストンロータリークラブが認知
症患者の社会交流。その他アメリカ、アラバマ州
タスカルーサロータリーの戦争戦死者の慰霊。サ
モアのアピラロータリークラブが識字率の向上。
サモアは昨年 12 メートルの津波の被害がありま
したがアピラロータリークラブが支援しました。

18 ページは東京ロータリークラフの創立者の米
山梅吉氏生誕 150 年を迎えました。

縦のページです。
昨年 2017 年 10 月 8 日の国際ロータリークラ
ブ 2830 地区地区大会は一般公開記念講演を開
催しました。講師は日本建築士会連合会会長三井
所清典氏です。
標題は「地域資源を活かした 復元力のあるまち
づくり」
要旨は、都心でも立派な森が作られる日本です。
明治神宮です。明治神宮の森は、一見自然の森に
見えるが、社殿は今年で 100 年です。計画的に
植樹すれば 40 年で森が出来るのです。木は、水
と太陽の下に光合成を行い、空気中の炭酸ガスを
吸収する生物です。これからは日本が誇る木造建
築技術を復活して守る事が大事です。

20 ページ熊谷ロータリーの会員。前嶋 修身会
員のレポートは「私の米山梅吉」私が在籍してい
る三井信託銀行の初代社長とは驚きました。良き
社風です。

縦の 9 ページはクラブを訪ねては、大阪堂島ロー
タリークラブです。
特色は、例会を月に二回にする決断にしたら入会
者が増えた。決断するクラブです。

24 ページ 「私はハンブルグ市民です」
寄稿者は作家のジェニー、ラクマー氏です。
「ハンブルグに着いて駅を歩いていると、小さな
バーで美味しそうにタバコを吸いながらビール
を飲んでいる男性に目を向けるでしょう。黒いコ
ーデュロイのジャケットにベスト、ベルボトムの
パンツ。古いシルクハット。こういう人は大体旅
をする職人なのです。中世から続く伝統に習って
の衣装と着替えと、わずかな小銭、そして技術を
携えて二,三年旅をする人たちです。

18 ペーシの卓話は二題、京都の福知山西南ロー
タリークラブにて京都丹西保険所長糸井利幸氏
「ペットを介した感染症」の話、次に山形県の鶴
岡ロータリークラブにて鶴岡市観光物産課のミ
ヨ・サラ氏の「ビーガンとは」食生活の事。
以上です。

16 ページに米山だよりは続きます。ロータリー
米山記念奨学会資料と、新役員と理事の役員の構
成がつづきます。

加藤委員長ありがとうございます！

-スマイル-

石井スマイル委員長

【中村宣夫 名誉会員】
今日はビジターで来ました。
6 月誕生祝いありがとうございました。
【山口俊明 ガバナー補佐】
AMDA 社会開発機構 国内事業部 チーム長
山上正道様 ようこそおいで下さいました。
御指導よろしくお願い致します。
【加藤信忠 会員】
誕生祝い有難うございます。
1933 年（大正 12 年）の生まれです。
ロータリークラブに入会して満足しています。
そんな 30 年間です。
【石井博 会員】
AMDA 社会開発機構 山上正道さん、本日の卓話
をよろしくお願いいたします。
【吉田新一 会員】
AMDA 社会開発機構 山上様
本日の卓話よろしくお願いします。
藤谷兼一さん
ようこそ藤沢東ロータリークラブへ。
中村宣夫

名誉会員

-卓話『AMDA-MINDS の活動と
ロータリークラブとの連携について』
山上 正道様（AMDA 社会開発機構
国内事業部 チーム長）

