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第 2062 回例会

2019 年 5 月 7 日（火）(天候) 晴れ

№38

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」 -幹事報告点鐘
Bonne Chance
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
ウズン ムスタファ タハ様 （米山奨学生）
会食・懇談
-会長報告・財団への寄付の報告
先日の小柴会員の卓話のあと、入澤会員と須藤
会員から寄付を頂きました。また財団への年次
寄付目標額（1 人あたり 200 ドル）に足りな
い分を山口ＡＧが補填してくださいましたの
で、この場を借りて報告させていただきます。
有難うございました。
・5/11(土)から地区補助金を使ったフィリピン
でのトイレ寄贈の贈呈式に会長幹事をはじめ
有志で参加して参ります。詳細は後ほど林委員
長より報告があります。
・田中章喜様が本日正式に入会となりますので、
後程入会式を行います。公職の規定がなくなり
ましたので、議員の方も入会できますので、皆
さん仲の良い方がいらっしゃれば、ロータリー
クラブにお誘いいただければと思います。
奉仕活動をする場合に議員の方に協力いただ
くこともあると思いますので、会員候補者の方
がいらっしゃれば、是非例会に誘っていただけ
ればと思います。
出席報告
例会月日
5月7日
4 月 16 日

総員（名）
３9（３6）
３7（３4）

出席（名）
30
26

・本日例会後に、現次理事会をこの会場で行いま
す。現次理事役員の方は、ご出席いただきます
よう、よろしくお願い致します。
・次年度会員増強・会員維持セミナーのご案内
日時：2019/6/11(火) 13:30-17:30
場所：ミナパーク ６Ｆ
対象：次年度会長、次年度会員増強委員長、
新会員代表
申込締切：6/3(月)
・2019 年 5 月のロータリーレートは、1 ドル
＝112 円です。（参考：4 月レート=110 円）
・米山奨学金贈呈
ウズン ムスタファ タハ様

欠席（名）
9
11

出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率
83.33
76.47
1
79.41

-新会員入会式田中章喜様（たなかあきよし）
（星野つよし衆議院議員 秘書）

・出席報告

出席委員会

-会員＆配偶者誕生日配偶者誕生日
5/1
河合ますみ様（河合克彦会員奥様）
5/5
田島武子様 （田島勇次会員奥様）
5/10 齋藤祥子様 （齋藤卓章会員奥様）
5/11 細田栄子様 （細田研会員奥様）
・スマイル報告

スマイル委員会

-卓話-

クラブフォーラム
『委員会グループディスカッション』

-次回例会案内5/14（火） 通常例会
ようこそ藤沢東ロータリークラブへ！
点鐘
閉会
-委員会報告・「ロータリーの友」令和元年 5 月号要約
雑誌・R 情報 加藤委員長
・フィリピン奉仕活動状況報告
林国際奉仕委員会委員長

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

-委員会報告ロータリーの友 令和元年 5 月号抜粋
加藤 信忠 雑誌・R 情報委員長

横のページです。ＲＩ会長のメッセージです。
私の事を誰より知っている私の家族は、私がロ
ータリーに対して限りない情熱を注いでいるの
を知っています。昨年トロント国際大会が終わっ
たとき、12 歳の孫娘が、私もなにかしなければ
と、学校にインターアクトクラブを申しこんだ
が、学校にインターアクトクラブがありませんで
した。そんな事で残念ながら学校長の賛同を得ら
れなかったが、それでも、ロータリー青少年指導
者プログラム(RYLA)が有るのでそこからの支援
を諦めるべきではありません。その価値は疑う余
地がないからです。私の孫息子は、RYLA(ロー
タリー青少年プログラム)に入りました。嬉しい
事に変化がみられました。
私の家族だけではありません、どこへ行って
も、ロータリー青少年プログラムで人生が変わっ
たというという年齢層に出会います。彼らは、5
年前、15 年前、25 年前に、ロータリー新世代
交換で新しい言葉や文化を学んだそうです。
ロータリー青少年プログラムは毎年、何十万人
もの若いリーダーたちにクラブを超えて奉仕理
念や親睦、指導者養成を届けております。提唱者、
プロジェクトパートナー、メンターとして、こう
いう若者と共にそして彼らと共に奉仕活動を行
う事は、私たちの良いところや、ロータリーの良
いところが引き出されます。
5 月は青少年奉仕月間です。さまざまな方法で
青少年奉仕月間を祝いましょう。インターアクト
クラブや、ローターアクトクラブを提唱すれば、
あなたの地域の若者が行動を起こし、リーダーと
なり、グローバルな視点を得るための手段になり
インスピレーションになりましょう。

7 ページ。・特集 青少年奉仕月間です。地域
に合わせた青少年奉仕のあり方が数々表現され
ております。
まず 8 ページは、姫路ロータリーキャンプの話
題です。兵庫県姫路ＲＣからです。今年度で 59
回を迎える、姫路ロータリーキャンプは、実績が
買われて、今年度から姫路の教育委員会との共催
になりました。市内 18 小学校の６年生を対象に、
54 人です。テント張ります。飯ごう炊爨の指導
からです。始めは、姫路ロータリーで夏休みに経
済的理由で遊びに行けない児童を対象にしてい
ましたが、地区からメインロッジを寄贈されまし
たので、キャンプ場の整備ができました。３月の
ロータリー地区大会では「意義ある業績賞」を受
賞しました。現在まで、参加児童は 5000 人を
超えています。
次は今冶青少年ロータリー友の会について、今
治ロータリークラブ八木正史会員より。
今治青少年ロータリー友の会とは、1950 年、
今治ロータリークラブが、クラブの精神に叶うも
のを市内の小中学校から各校 1 名ずつ推薦して
いただき、表彰しました。その青少年たちが集ま
って今治青少年友の会が結成され、奉仕を手がけ
て活躍しております。感謝の手紙が送られて来ま
した。下の枠ですが、今治西高校２年生ロータリ
ーの友の会会長の林江里花さんからの便りと写
真を抜粋しました。
つぎの１２ページは、若者たちの、国際協議会
が 2019 年 1 月１３日から１９日、カリフォル
ニア州サンディエゴでありました。国際協議会に
参加してきたローターアクトの報告です。
「知ってもらうために一緒に活動を」
2820 地区の下館ローターアクトの吉原会員。
「新会員にこそ責任をもたせて」
2700 地区の福岡南ローターアクトの村上会員。
20 ページ、「ニュージェネレーション」です。
韓国の米山奨学生 朴カヨンさんが「私が日本に
留学した理由」
続いて 21 ページは、大阪北部地区大会でイン
スピレーションに出会う友愛の広場として、当地
区の小沢パストガバナーが RI 会長代理として参
加しております。(写真)
28 ページ、海外情報です。
中央アメリカ。ベーリーズ・ロータリーです。
先天性心疾患のカテーテル・手術など援助。
その他カナダ・メキシコ・オーストラリアロータ
リーの活躍する。世界を変えるロータリークラブ
の紹介です。

縦に行きましょう。4 ページです。
2018 年 4 月 8 日国際ロータリー2650 地区大
会記念講演です。
講師はアーティスティックスイミング日本代
表コーチ 井村 雅代氏です。
表題は、「愛があるなら 叱りなさい」
(井村氏の経歴、1950 年大阪生まれ
中学生からシンクロナイズドスイミングを始め、
日本選手権 2 度優勝。天理大学卒業後 78 年日本
代表コーチ就任。アテネ五輪まで連続 6 回メダル
獲得、06 年中国のヘッドコーチになり、中国を
ロンドンオリンビックでメダル獲得させました。
現在日本代表に復活しました)
日本の彼女たちは再び演技が上手になりまし
た。リオでは銅メタルでしたが素晴らしい演技で
した。日々、私の言葉で言えば、第二次宇宙人で
す。これからの日本のアーティスティックスイミ
ングをよろしくお願いします。
縦の 9 ページです。クラブを訪ねて
青森県の八戸東ロータリークラブです。
三月中旬というのに新幹線を降りたら雪が降
っていました。
ここのクラブの伝統は例会の出席率です。「出
席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕なし」の
モットーです。1995 年度から現在まで 20 年間
出席率 100% だそうです。この度の震災でも、
メークアップをして欠席なしだそうです‥八戸
東ロータリクラブのクラブ創立 55 年の歴史で
す。
以上です。

-スマイル-

村木スマイル委員

【吉田新一 会員】
田中章喜様 ようこそ藤沢東 RC へ
本日のグループディスカッション
よろしくお願い致します。
【細田研 会員】
5 月 11 日が妻の誕生日です。
妻のお花誠にありがとうございます。

-米山奨学生紹介ウズン ムスタファ タハ様

日本大学生物資源科学部 3 年生の
ウズン ムスタファ タハと申します。
UZUN, MUSTAFA TAHA
トルコのイスタンブールから参りました。2015
年 8 月に来日しました。趣味はサッカーで長友選
手が在籍している「ガラタサライ」の大ファンで
す。今年度の後期より研究室に入り幹細胞につい
て研究したいと思います。
これからどうぞよろしくお願いします。
皆さまのご支援をよろしくお願い致します。

2018-2019 村上年度活動方針
『感動や喜びを共有できる仲間を
増やし奉仕をしよう』
【河合克彦 会員】
家内の誕生祝い ありがとうございました。
【吉田成江 会員】
ムスタファ君 よくいらっしゃいました。
この一年間楽しい生活であります様に

活動計画
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。

