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第 2058 回例会

2019 年 4 月 2 日（火）(天候) 晴れ

クリスタルホテル 3F「フォンテーヌ」
点鐘
Fontainel
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
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
間山孝仁様 （湘南信用金庫 藤沢支店支店長）
会食・懇談
-会長報告・ＩＭ、観桜会、ロータリーウォークと移動例会
が続きましたが、ＩＭ・ロータリーウォークと
もに多数の出席を頂きましてありがとうござ
います。おそらく藤沢東が１番出席者が多かっ
たのではないかと思います。皆さんご協力あり
がとうございました。
・新会員の集いがＩＭの前日に行われました。
テーブルミーティングでは活発な意見交換が
行われ、また新会員は若い方が多い印象を受け
ました。
・田中章喜様 (星野つよし事務所)の入会につい
て、会長幹事会で確認したところ、解釈が違っ
ていたようなので、再検討いたします。
みなさん、宜しくお願いします。
・本日は、藤谷会員のイニシエーション・スピー
チです。楽しみにしております、よろしくお願
いします。

出席報告
例会月日
4月2日
3 月 26 日

総員（名）
３6（３2）
３8（３4）

出席（名）
26
25

№34

-幹事報告（会長幹事会報告）
・2019 年地区・研修協議会のご案内
日時：2019 年 4 月 21 日（日）
登録 11：30～12：30
研修・協議会 12：30 点鐘
場所：日本大学生物化学資源部
・ハンブルク国際大会地区ナイトについて
資料が届いていますので、回覧いたします。
・財団寄付、ポリオプラス、米山寄付について
報告が届いていますので、回覧いたします。
・マイロータリーアカウント登録状況について
当クラブの達成率が低い（35%）、事務局に
協力してもらい登録を進めていきます。
・藤沢北 RC の地区補助金活用の奉仕活動がタウ
ンニュースに掲載されました。回覧いたしま
す。
・2019 年 3 月のロータリーレートは、1 ドル
＝110 円です。（参考：3 月レート=110 円）
・例会の変更のお知らせ
茅ヶ崎湘南ＲＣ
4/17（水）⇒ 4/21（日）
『地区研修・協議会』に変更 12：30 点鐘
於：日本大学生物化学資源部
5/1（水）休会（祝日）
藤沢北西ＲＣ
4/4（木）⇒ 3/31（日） RW 振替休会
4/18（木）こぶし荘植栽移動例会
4/25（木）夜間例会
5/2（木）祝日 休会
5/16（木）少年の森清掃移動例会
5/23（木）休会（定款による）
5/30（木）夜間例会
欠席（名）
10
13

出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率
72.22
73.53
2
79.41

・『ロータリーの友』編集部より情報提供のご依
頼がありました。クラブや地区で作ったグッズ
の情報をお送りくださいとのことです。
・ハイライトよねやまが届いております。
回覧いたします。
・米山梅吉記念館より、館報・賛助会ご入会のお
願い・春季例祭のご案内が届いております。
回覧いたします。
-委員会報告・フィリピン奉仕活動状況報告

・「ロータリーの友」平成 31 年 4 月号要約
雑誌・R 情報 加藤委員長
・IM・ロータリーウォーキングのご報告
山口俊明ＡＧ

国際奉仕委員会

・出席報告
・スマイル報告
・藤東会ゴルフコンペのご案内

出席委員会
スマイル委員会

-会員＆配偶者誕生日会員誕生日
4/1
大野英二会員
-卓話-

『イニシエーション・スピーチ』
藤谷

・PETS

参加のご報告

兼一会員

吉田会長エレクト

-次回例会案内4/9（火） 通常例会
点鐘
閉会

-委員会報告ロータリーの友 平成 31 年 4 月号抜粋
加藤 信忠 雑誌・R 情報委員長

横のページの RI 会長メッセージです。
ロータリアンの皆様二分間に一人、世界のどこ
かで、妊娠や出産によって女性が命を落としてい
ます。しかしこれは予防できることです。そして
産まれて 6 週間以内に母を失う新生児は、母親の
いる新生児より死亡率が遥かに高いのです。私は
国際ロータリーの会長として世界中を旅する中
で、数字ではなく現実に直面する人に度々出会い
ました。また母子を救う人々にも出会ったおかげ
で、希望を持つこともできました。そしてこのよ
うに全力を注ぐ多くの人びとがロータリアンで
有る事を誇りに思います。昨年ラトビアのイエー
カーブビルスにある病院を訪れました。近代的な
病院で医師や看護婦も患者に寄り添っていまし
た。にもかかわらず、母子の死亡率は高いのです。
必要な設備や機器がないからです。
そこで、ロータリーの出番です。世界中から
21 のクラブがグローバル補助金プロジェクトに
参加してこの病院が必要としている器具を提供
したのです。その後、9 月にこの産科病棟を訪れ
ると、設備が揃って、患者は最新の設備で治療を
受けて喜んでいました。
ブラジルでは地元のロータリアンが日本のロ
ータリアンと共に、リソース不足の新生児収容施
設を大きく改良しました。モンゴルでは、ニュー
ジランドのロータリークラブの職業回収チーム
が新生児死亡率を 1000 人あたり、11％から
9％に減少できました。私が思うのは、変革的奉
仕というのは、ロータリアンが最も得意とするも
のです。それは地域社会での、ロータリアンが、
人の必要とするものを把握しているからです。

会員たちの職業に跨りを持つ専門知識を持つ
人のお陰です。人々に援助の手を差し伸べること
で、私達は彼らのインスピレーションになること
ができるのです。
7 ページです。特集「命です」
命の重み、・・・平和を感じていますか
地域と共に 11 年間・自殺者防止を叫んだクラ
ブがあります。徳島南ロータリークラブです。
現在の日本では、バブル崩壊以降自殺者が毎年
3 万人を超えています。徳島南ロータリーでは、
勝・頼烈会員が中心になって、政府が 1998 年
に自殺総合対策大綱を作りました。第一回の公開
講座「自殺防止フォーラム」を開催しました。
第２回から現在も続いております。いつも聴衆
が感動しております。10 回を迎えて徳島県教育
委員会とタイアップできるようになりました。１
１回目は 12 月 9 日に開催しました。
14 ページです。「命のバトンを未来へ」の出
前講座をしました。愛知県の江南ロータリーに生
徒からの返事がありました、「生まれて来て良か
った」、「私は自分の事があんま好きじゃなかっ
たが、今日のお話で、こんな重いものを、ちいち
ゃなお腹で育てて来てくれた事に感動しました。
その命を大切にします」。
28 ページです。ガバナーの世界中の話題を伝
えるガバナーの「ロータリーモメント」です。
30 ページに我がガバナー脇洋一郎氏が「イン
ドでロータリーを実感する」話があります、
34 ページ世界中で活躍（世界を変える行動人)
ロータリーです。
アメリカのアーリントンロタリークラブの「川
の環境整備」や、メキシコの洪水災害・ギリシャ
山火事・タイ RC の教育援助の活躍です。
縦のページです。昨年 10 月 8 日に国際ロータ
リクラブ 2830 地区の地区大会での、
ジャパンハート ファウンダー最高顧問・小児外
科医 吉岡秀人氏の大会記念講演要旨です。
表題は 「アジアの中に 折り畳まれた 日本
のこころ」です。
吉岡氏は 1965 年大阪府吹田市生まれ大分大
学医学部出身。ミヤンマーで、医療活動をして、
います。2001 年から 2003 年まで国立岡山
大学病院・その後川崎医科大学勤務。2001 年か
ら再びミヤンマーの医療活動に従事して、04 年
にジャパンハートという国際医療機関を設立し
て最高顧問に就任しました。現在もミヤンマーで
医療活動をしています。
「何を拠り所に僕は医者を続けたら良いだろ
うか」

ミヤンマーは 70 数年前はビルマと言って、あ
の戦争で 30 万人が従軍して 20 万人も生きて帰
れなかったところです。僕が生まれたのはあの戦
争が終わって 20 年の後です。1970 年には吹田
市に万国博ができました。吹田市の近くの駅の両
側には空き缶がいっぱい積んであり、手や足のな
い軍服を来た人たちが物乞いをしていました。悲
しい大勢の姿でした。この度の戦争の傷痍軍人と
いうそうです。夕方になると杖を頼りに足を引き
ずって帰ってゆきました。
私は中学生でしたが、わずか 20 年の時間のズレ
で人間はこんなに変わるのかとおもいました。
わずかな時空に生まれても、人間の運命はこれほ
ど変わるものかと思うと、僕の人間としての幸せ
人間の運命はこれほどのものかと、それなら、
なにか世の中の人のためになろう、と医師を目指
しました。医者になった僕がミヤンマーに行った
のはちょうど 30 歳の時でした。日本軍 30 万人
のうち、20 万人が生きて帰られなかったところ
のビルマです。
戦後 50 年に遺族会の人たちが僕を訪ねて来た
のは偶然ではない。半世紀を過ぎ、ミヤンマーの
政治では国内がボロボロになってしまいます。墓
もなくなります。以来 20 数年僕がミヤンマーの
治療を続けています。
9 ページは、クラブを訪ねては、中核都市日本
一 2790 地区船橋西ロータリークラブです。
以上です。

-スマイル石井スマイル委員長
【山口俊明 ガバナー補佐】
藤谷さん イニシエーションスピーチ楽しみにし
ています。
第 3Ｇの IM、第 6 回ロータリーウォーキング大
会、無事に終えることが出来ました。
ご協力ありがとうございました。
【村上進 会長】
藤谷さん イニシエーションスピーチ楽しみにし
ています。よろしくお願い致します。
【石井博 会員】
藤谷兼一会員 今日のイニシエーションスピーチ
よろしくお願いいたします。
【田中繁 会員】
藤谷さん本日の卓話楽しみにしています。頑張っ
て下さい。
【片岡啓次 会員】
藤谷さん
イニシエーションを楽しみにしています。

【小柴智彦 会員】
本日の卓話、藤谷さんよろしくお願いします。
妻の誕生日にお祝いの花が届きました。
ありがとうございます。
【吉田新一 会員】
藤谷兼一さん 本日のイニシエーション宜しくお
願い致します。楽しみにしていました。
山口ガバナー補佐 IM、ロータリーウォーキング
お疲れ様でした。
【細田研 会員】
藤谷さん
イニシエーションスピーチ楽しみにしています。
頑張って下さい。
【大野英二 会員】
誕生日お祝いありがとうございます。
【林葉之 会員】
藤谷さん 本日の卓話を楽しみにしています。
昨日のシャイニングボーイズの参加ありがとう
ございます。すばらしい美声でした！！
【竹之内健次 会員】
藤谷さん 本日のスピーチ楽しみにしています。
よろしくお願いします。
たくさんのスマイルありがとうございます！

-会員誕生日大野英二会員

お誕生日おめでとうございます。

