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第 2039 回例会 2018 年 11 月 6 日（火）(天候) 雨

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」 -委員会報告点鐘
Bonne Chance
開会
・報告
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
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
渡場哲子様 （ゆめちゃん食堂代表）
高木直之様 （かながわ湘南 RC）
下里由香様 （かながわ湘南 RC）
岡本久様
（2780 地区補助金配分・推進委員会 逗子 RC）
奥山源一朗様
（2780 地区補助金配分・推進委員会 葉山 RC）
会食・懇談

-会長報告・今月はロータリーの活動について地区から講師
を招き卓話をお願いしています。ロータリーの
基礎を確認していただいて、それに則って明る
く楽しいクラブ運営をしていきたい。
-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。
・湘南学園 PTA 地域清掃のお知らせ
日時：11 月 18 日(日) 9：00- 雨天開催
場所：学校法人 湘南学園中学校・高等学校
清掃終了後、PTA サークルに催しのほか、カ
フェテリアに昼食の用意がございます。
皆さんの参加をお待ちしております。
出席報告
例会月日
総員（名）
11 月 6 日 ３7（３4）
10 月 23 日 ３6（３1）

出席（名）
23
11

№15

林国際奉仕委員長

白河南ロータリークラブの方から、皆さんで召
し上がって下さいとおまんじゅうを頂きまし
た。ぜひ召しあがって下さい。
・「ロータリーの友」平成 30 年 11 月号要約
雑誌・R 情報 加藤委員長
・ゆめちゃん食堂への贈呈
社会奉仕委員会
・ラダックについて
国際奉仕委員会
・出席報告
出席委員会
-会員＆配偶者誕生日会員誕生日
11/2
横田佳代子会員
・スマイル報告

欠席（名）
14
25

スマイル委員会

出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率
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.
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-卓話『ロータリー財団寄付について』
ロータリー財団プログラムと
寄付金運用の仕組み
岡本 久様
（第 2780 地区補助金配分・推進委員会）

奥山 源一朗様
（第 2780 地区補助金配分・推進委員会）

-次回例会案内11/13（火）通常例会
点鐘
閉会

-委員会報告ロータリーの友 平成 30 年 11 月号抜粋
加藤 信忠 雑誌・R 情報委員長

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
今からもう３０年も前の６月上旬のある日、私は
ラスベガスへ出張することになりました。ロータ
リーに入会して６年目で、例会は欠かさず出席し
クラブ幹事を努め、クラブの仲間とも皆知り合
い、熱心に活動していました。ロータリーについ
ては、未だ、私にとっては、そこらの慈善団体の
一組織ぐらいにしか思っていませんでした。だか
ら国際大会などと言う大袈裟なことでなく、行っ
て見るかと言う軽い気もちで出席しましたが、そ
れがラスベガスで、ロータリーの国際大会だと言
うことを聞きました。この経験が私の人生を変え
ることなど露知らず登録して、登録料を払いまし
た。その国際大会の会場に一歩足を入れると、あ
っと息を飲みました。グローバルな団体とは聞い
てはおりましたがその盛大の中に、その一員とし
て、その集まった仲間の多いのにはびっくりしま
した。これが私のロータリークラブの見方という
か、考え方の変わった理由です。そうして毎年国
際大会に出席するたびに新たなインスピレーシ
ョンを得ております。2019 年 6 月、世界中の
ロータリアンがハンブルグに集結し第 110 回ロ
ータリークラブ国際大会で一生の思い出を作り
ましょう。
ハンブルグはドイツを世界に結びつける港町で
何世紀も前から経済文化の中心地です。毎年国際
大会に参加している人ならハンブルグで友情と
インスピレーションを見つけるチャンスを見逃
すまい。12 月 15 日までに登録すれば、早朝割
引が適用されます。この国際大会、皆様のロータ
リーでの旅路を導くインスピレーションになり
ますように。

8 ページです。ロータリー財団管理委員会は、今
どうなっているか、これからどうしたらよいかと
いう標題です。
2016 年-20 年度の財団管理委員 浦和東 RC
北清治会員からの詳細の報告です。
日本から、私が管理委員に任命され任期 4 年で三
年目になります。財団委員会では世界レベルで
様々なことが討議されます。「世界で良いことを
するための大切な寄付金を DDF といいます。管
理委員長が掲げている、その使いみちの優先項目
として、4 つの使い道がまず決まっております。
「ポリオの撲滅・重点分野・世界で良いことをす
る・経済と地域の発展」を通じて DDF の活用の
方法を検討していただければとおもっています。
10 ページです。現場の「声」「寄付が原資の補
助金を有効利用し、行動しましょう。
「未来の夢計画」試験地区として原資の補助金を
有効利用し行動します。第 2580 地区補助金委
員長セントラルパークロータリークラブ松林茂
会員が、問題提起と今後の課題でとして、そこで
2018 年度から 19 年度に向けて補助金カウン
セリングをはじめました。目標ができて、それで
はどうしょうか、考え方を絞る。
14 ページです。
「四つの「テスト」に照らした平和の構築
ロータリー学友 林健太郎氏
「未来の夢計画」 ミャンマーに八角という植物
がある、横の囲いの欄の中に絵で説明してありま
す、八角からシキミ酸がでてタミフルというイン
フルエンザの治療薬が取れるそうです。
グローバル社会においては何が起こるかわから
ない。感染力や拡散力だけではない突然変異に因
るウイルスが世に現れるかもしれない。そんなこ
とで、この八角の苗木を植えよう。これが人道問
題へのアプローチとしての八角平和計画です。ロ
ータリアンが平和の苗木として、誇りの株を見に
来てください。2013 年にミャンマーのムトンに
設営された、八角の植林計画です。
16 ページです。世界 5 大陸から 10 人が来日と
いう・・・ロータリ平和フェローです。
9 月 15 日東京学士会館でロータリー平和フェロ
ーたちのオリエンテーションが開催されました。
尤も、ロータリー平和センターは、ポールハリス
の没後 50 周年を記念して作られたプログラムで
す。持続可能な平和の構築をビジョンとして掲
げ、平和構築、紛争解決、紛争予防に貢献できる
平和構築者の世界的ネットワークを築くために
2002 年度にスタートしました。現在では世界 6
カ国 7 つの大学に平和センターが設置されてい
ますが、そのうちのひとつが国際基督教大学で
す。

今年は 10 人の平和フェローが入学して国際問題
を研究して修士の学位を取ります。今回のオリエ
ンテーションでは 8 月に来日した平和フェロー
が初めて一堂に会しましたので、日本語でのプレ
ゼンテーションがありました。毎年平和フェロー
が入学して博士の過程に入り平和の研鑽をしま
す。
18 ページです。「ポリオ撲滅のガイド」ポリオ
の歴史が詳細です。
28 ページ ロータリアンに学ぶ奉仕の心
インターアクトの紹介です。高校の部活です。
30 ページ。世界で行動するロータリアンです。
ペルー・アメリカ・チュニジア・オーストラリア・
ケニアなどの仲間の活動か見られます。
３２ページは米山親善大使のご紹介です。モンゴ
ル・韓国で御覧ください。素晴らしい美人たちで
す。

・ゆめちゃん食堂への贈呈
社会奉仕委員会
渡場哲子様 （ゆめちゃん食堂代表）

子供が一人でも、子供同士でも安心していける食
堂。子育てを頑張っているお母さん、お父さんが
気分転換ができ、ホッとできる食堂。地域の大人
と子供たちの世代間交流ができる食堂。という三
つを掲げて活動していきたいと思っております。
このたびは、自分たちでは、なかなか用意できな
いものを寄付していただきました。
ありがとうございました。

・ラダックについて
国際奉仕委員会
下里由香様 （かながわ湘南 RC）

かながわ湘南 RC の下里です。昨年横田さんから
ラダックのほうに一緒に行きませんかとお誘い
いただき、貴重な体験をさせていただきました。
今日は、当クラブの創立会長の高木さんから報告
をさせていただきます。写真も高木さんが撮った
ものでお話と写真とお楽しみいただけると思い
ます。

高木直之様 （かながわ湘南 RC）

1987-1988 財団奨学金で留学させていただき
ました、今年は 3 名の方が留学します。今日お見
せするプロジェクトもロータリー財団への寄付
で可能になったものですので、寄付がどのように
使われるのかを御覧に入れることができると思
います。
・ニューデリーRC と 2780 地区のグローバル補
助金を使ったプロジェクト。
・受益者
ラダックの 86 名の成人女性
・学習項目
ボーティー語（チベット仏教の経典）の読み書き
ラダック語の読み書き
数字と簡単な算数
英語のアルファベット
ミシン/編み物（友愛センター）
・「平等」「友愛」「平和」３つの識字センター
・2015 年８月に開所式視察
・2017 年 8 月再度訪問

2018〜2019 年度
RI 会長 Barry Rassion
バリー・ラシン 氏
RI テーマ
BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう

-出席報告-

-スマイル大野出席委員長

最近はだいぶ寒くなってきまして、風邪をひい
ている方もかなり見受けられるようになって
います。健康の方に十分気を付けてください。
また来週もご協力お願いします。

-会員誕生日横田佳代子会員

石井スマイル委員長

【葉山 RC 奥山源一朗様】
【逗子 RC 岡本久様】
（第 2780 地区補助金配分・推進委員）
本日、卓話よろしくお願い致します。
【石井博 会員】
第 2780 地区補助金配分・推進委員会
岡本久様、奥山源一朗様、
今日の卓話よろしくお願いいたします。
【横田佳代子 会員】
喬木直之かながわ湘南ロータリークラブ創立会
長、下里由香元会長、昨年はラダック女性識字教
育の視察ありがとうございました。グローバルプ
ロジェクトにあたりお二人に御指導頂きました。
誕生祝いありがとうございました。母も 107 歳
で元気です。
【鈴木利雄 会員】
岡本・奥山様
卓話よろしくお願い致します。
【小柴智彦 会員】
地区財団委員会 岡本久様 奥山源一朗様
本日の卓話よろしくお願いします。
高木様 先日の財団奨学生選考試験ありがとう
ございました。

2018-2019 村上年度活動計画
お誕生日おめでとうございます。

1．仲間を増やそう。
2．長く続けられる奉仕活動を探そう。
3．みなさんに我々の活動を知ってもらおう。

地区補助金説明資料

