
 

第 2075 回例会 2019 年 8 月 6 日（火）(天候) 晴れ №5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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- 

 普段ゴルフを見ない私でも渋野日向子さんの

活躍に感動しました。 

 3 番ホールでのダブルボギーの後、１２番ホー

ルの池越えのワンオンしたドライバーは見事で

した。 

・本日は米山奨学生ムスタファさんの卓話です

が、先週メイクアップした藤沢北西ロータリーク

ラブのお話をしたいです。卓話者は同じ米山奨学

生で香港の留学生曽シュウさんでした。 

日本の 100 名山踏破を夢見る曽さんですが、違

うバックグランドを持つ米山奨学生達と出会い、

支援と共に感謝していました。 

 故郷の香港では逃亡犯条例問題が大きな問題

へ発展していてメディアでは伝えない香港人留

学生の見地からの話しは勉強になりました。 

-幹事報告- 

・本日例会後に、理事会をこの会場で行います。

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。 
 

・地区大会の案内が届いております。 

日時：10/19（土） 

小田急ホテルセンチュリー相模大野 

10/20（日） 

相模女子大学グリーンホール 

において開催いたします。 
 

・2019 年 8 月のロータリーレートは、1 ドル

＝108 円です。（参考：7 月レート=110 円） 
 

・例会の変更のお知らせ 

藤沢北ＲＣ 

8/9（金）  細則による休会 

8/16（金） お盆休み 

8/30（金） 細則による休会 

 

-委員会報告- 

・「江の島音楽の夕べ」のご案内 

親睦委員会 

・「青少年交換留学生募集説明会」のご報告 

青少年奉仕委員会 

・「ゆめちゃん食堂」の今年度支援について 

社会奉仕委員会 

・「ロータリーの友」令和元年 8 月号要約 

雑誌・R 情報 加藤委員長 

 

 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 

8 月 6 日 ３9（３6） 23 13 63.89  . 

7 月 23 日 ３9（３4） 27 7 79.41 0  
 

クリスタルホテル 3F「フォンテーヌ」         

Fontaine 
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 -米山奨学金贈呈、挨拶- 

ウズン・ムスタファ・タハ様 
 

・出席報告            出席委員会 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 

8/3     小柴 智彦会員 

8/24     村木 薫会員 
 

・スマイル報告    スマイル委員会 

 

-卓話- 

ウズン・ムスタファ・タハ様（米山奨学生） 

 

-次回例会案内- 

8/21（水） 夜間移動例会「江の島音楽の夕べ」 

      （藤沢 RC・藤沢北西 RC 合同例会） 

点鐘 

閉会 

 
  

・「江の島音楽の夕べ」のご案内 

細田親睦委員長 

 
 

8 月 21 日の藤沢 RC と藤沢北西 RC 合同例会で

ある江ノ島音楽の夕べにつきまして、現在参加者

が少ないので再度参加のお願いをします。 

前回説明のように今年は花火大会が中止ですが、

親睦と交流を図る機会ですので、みなさんご協力

をよろしくお願いします。 

 
  

・「青少年交換留学生募集説明会」のご報告 

横田青少年奉仕委員長 

 

8 月 3 日（土）に相澤ビルにて青少年交換留学生

の今年度募集説明会に参加して参りました。 

みなさまロータリアンの御子息応募をお待ちし

ております。 

過去に御子息が当クラブ青少年交換留学生とし

て派遣された経験のある林会員に一言お願いし

ます。 
 

 
  

 

林会員 

 
 

以前私の長男が青少年交換留学生でアメリカの

サンフランシスコへ派遣されて大変良い経験を

させて頂きました。その節はお世話になりまし

た。 

 

 
  

 

・「ゆめちゃん食堂」の今年度支援について 

大坪社会奉仕会員 

 
 

子ども食堂「夢ちゃん食堂」の今年度支援につき

まして、本日の理事会に上程します。みなさんの

御協力をお願いします。 
 

 



  

 

 

 

 

 
横のページです。 

まず、アール・アイ会長メッセージです。 

ロータリアンの皆さん 

 2019-20 年度は私はロータリアンとロータ

ーアクトにロータリーを育てようと呼びかけて

います。私達は奉仕活動やプロジェクトの影響を

発展させなくてはなりません。しかし最も重要な

のは、更に多くの事を実施するために、会員数を

増やすことです。 

会員を増強するため、今まで以上に組織的、且つ

戦略的に取り組んでみましょう。さまざまな経歴

を持つメンバーで構成される、活発な会員増強委

員を各クラブに作ってください。 

それから、自分たちの地域の職業が反映されたロ

ータリーの職業分類に従って、クラブを強化して

才能を兼ね備えたリーダー候補を見つけましょ

う。不明な点があれば、「クラブ会員増強委員会

のためのチェックリスト」を参考にしましょう。 

その他、どんな事がロータリークラブの成長につ

ながるでしょうか？独立したクラブでも衛星ク

ラブでも良いのです。新しいクラブを結成しまし

ょう。今までと形が違う例会をおこない、人々の

心を掴む奉仕の機会を提供するのです。地域内の

あらゆる層に奉仕できるクラブは世界でもロー

タリーを於いてありません。ですからロータリー

が成長する為には、ロータリーが世界をつなぐの

です。そのためにこそ、ロータリーが多様な世代

の女性や男性をロータリークラブに迎える事に

全力で取り組んでいきましょう。 

5 ぺージです。8 月は会員増強・新クラブ結成

推進月間です。6 月 1 から 5 日までのロータリ

ークラブのハンブルグの国際大会の紹介です。多

くの日本からのロータリアンも参加しました。 

先日当会長も出席のご報告がありました。 

 

7 ページです。クラブを活性化させる同好会の

紹介です。「趣味を通してつながろう」のコーナ

ーです。まず 8 ページに、横浜ロータリークラブ

のハマドリ会の紹介です。会員の 200 人の内 3

割が企業の支店長・支社長の土地柄で、ロータリ

ーの仲間の別の親睦会です。そんな親睦会が、名

古屋では参加者 13 人で超老会、大宮西 RC の女

子部会、全日本ロータリークラブ親睦合唱隊など

があります。他にも、釣り・美術鑑賞などたくさ

んの同好会があるものです。 

14 ページです。高崎ロータリークラブの今、

の話です(これは 2017 年 8 月号のロータリーの

友で会員64人から115人に増員できましたが、

その後はどうなっていますかの質問がありまし

たが。高崎ロータリークラブ会長は、お話を箇条

ごとに、お答えくださいました。 

17 ページです。先程紹介のハンブルグ国際大

会の様子です。港町ハンブルグ国際大会です。は

じめに大道芸です。次に友との再開・たびの楽し

み「地元ロータリアンのおもてなしに感激」 

20 ページです。国際ロータリー日本青少年交

換研究会がありました。5 月 25 日から 26 日に 

金沢の県立音楽堂です。地元金沢に留学していた

ローテックスが基調講演をしました。 

22 ページは「世界中で活躍のロータリアン」の

様子です。今月はまず、アメリカのペンシルベニ

ア州ラングホーンのロータリークラブがフィラ

デルフィアの貧しい地域にある学校の援助。その

他ポルトガルのロータリアンの舞台援助、ナイジ

ェリアのロータリーの戦争の解決、その他スリラ

ンカ・オーストラリアのロータリアンが活躍をお

読みください。 

 縦のページです。2018 年 3 月 11 日第 2620

地区北ロータリクラブ創立50周年の基調講演で

す。講師は都留文化大学英文学科特任教授松土清

氏です。 

表題は、「言葉の力」です。「しあわせは、いつ

も、じぶんのこころがきめる」詩人で書家の、相

田みつをさんの言葉です。私も人は、皆、自分自

身、そして自分の愛する人たちが幸せでと願って

おります。ジェラール・シャンドリという人物の

ことばを最後に紹介する。「一生を終えてのちに

残るのは、我々が集めたものではなくて、われわ

れが与えたものである」 

縦の 9 ページです。この人を訪ねては、宮崎ロ

ータリークラブ佐藤寿美会員です。宮崎県立芸術

劇場理事長兼館長です。前任は東京の NHK では

名番組を沢山作った辣腕のプロデューサです。記

者は宮崎日日新聞で発行した彼の自分史を買っ

て読むと凄い経歴を、お持ちの人でした。館長室

にその佐藤会員を訪ねた。(1971 年に NHK 入 

 

ロータリーの友 令和元年 8 月号抜粋 

加藤 信忠 雑誌・Ｒ情報委員長 
 



 社する。99 年に宮崎の放送局に転勤したのです。

歴代局長がロータリアンなので自動的に宮崎ロ

ータリークラブのロータリアンになりました。佐

藤さんは音楽祭総監督をしてますので、ここの音

楽祭のときは、小泉純一郎さんを招いたり、草笛

光子さんに出演してもらったりして盛り上げて

います。 

縦の 13 ぺージです友愛の広場です。満開の桜

の紹介は福島県富岡の桜は素晴らしいですね 

18 ぺージ 卓話の泉です。姫路ロータリーに

て「木の話」姫路木材共同組合 副理事長 菅原

一郎。日本は、国土の 7 割が森林です。木の話で

す。木には裏表があります。 

次に正しいリハビリ。横浜東ロータリー 理学療

法士 東太田賢作。正しいリハビリの話・だいじ

な事は間違ったリハビリで症状を悪化させない。 

以上です 

 
  

 

-会員誕生日- 

小柴 智彦会員 

 

村木 薫会員 

 
 

お誕生日おめでとうございます。 

 
  

 

・スマイル報告    スマイル委員会 

【吉田新一 会長】 

ムスタファさん 

メルハバ！本日の卓話楽しみにしていました。 

よろしくお願い致します。 

【和田江理佳 幹事】 

ウズン ムスタファ タハ様 

今日のお話したのしみにしています。 

学業がんばって下さい。 

【小柴智彦 会員】 

誕生日のお祝ありがとうございます。 

61 才になりました。 

【村木薫 会員】 

お誕生日のお祝い 

ありがとうございました。 

【梶浦暁 会員】 

ウズン ムスタファ タハ君 

本日は卓話楽しみにしております。 


