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Rotary Club of Fujisawa East Weekly Report
☆会

長／吉田新一 幹 事／和田江理佳 例 会／毎週火曜日

12:30～

☆事務所／藤沢市南藤沢 9-6 シャレー藤沢 510 号室
TEL 0466-41-9191

FAX 0466-41-9192

☆例会場／湘南クリスタルホテル

第 2078 回例会

点鐘
開会

2019 年 9 月 3 日（火）(天候) 晴れ

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」
Bonne Chance

国家斉唱：君が代
ロータリーソング：「我等の生業」
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・来月から消費税が 10%になりますが、8%に
なった時と違い、駆け込み需要は少ないようで
す。
・ムスタファさん、ようこそ。夏休みにインドネ
シアに行かれたそうで、後ほど、お話を聞かせ
て頂ければと思います。
・本日は、ガバナー補佐訪問の前の週ということ
で、ガバナー補佐よりメールが届きまして、公
式訪問の際に、卓話のあと皆さんと協議会を行
いたいということです。意見集約を兼ね皆さん
のご意見等を伺いたいと思います。よろしくお
願い致します。

出席報告
例会月日
9月3日
8 月 21 日

藤沢市南藤沢 14-1 TEL 0466-28-2111

総員（名）
３9（３4）
３9（３4）

出席（名）
22
14

№9

-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。
・2019 年 9 月のロータリーレートは、1 ドル
＝106 円です。（参考：8 月レート=108 円）
・地区大会表彰について
長寿会員として加藤信忠会員、石井博会員を報
告致しました。
・会員名簿について
前回も回覧しましたが、まだ確認いただいてい
ない方は本日ご確認ください。
・ガバナー事務所より、ハイライトよねやまが届
きました。回覧します。
・塩釜東ロータリークラブ会報が届きました。回
覧します。
・米山梅吉記念館館報が届きました。回覧します。
・藤沢市保健所から案内が届いていますので、回
覧します。ご参加いただける方は 17 日までに
連絡をお願い致します。
・米山奨学・学友委員会 第一相澤ビルにて
2019/9/13(金)18:00-20:00
・例会の変更のお知らせ
藤沢北ＲＣ
9/6（金）
移動例会 植栽と食事
9/13（金） 休会(細則による)
9/20（金） 休会(細則による)
9/27（金） 振替休会 9/28（土）
ポリオ撲滅キャンペーン
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-米山奨学金・学友証明書授与、挨拶ウズン・ムスタファ・タハ様

-会員誕生日欠席のためなし
・スマイル報告

村木スマイル委員長

-卓話クラブ協議会

『ガバナー公式訪問前の意見集約』
-次回例会案内9/10（火） ＡＧ公式訪問
点鐘
閉会

・「親睦旅行」のご案内
細田親睦委員長

８/20 からインドネシアに旅行に行きまして、昨
日、日本に帰ってまいりました。今まで、トルコ
と日本は別の世界と思っていましたが、インドネ
シアに行って、また別の世界だと感じました。
12 日間、バリ島やジャカルタなどいろいろなと
ころに行きました。今までの人生にない経験にな
ったと思います。皆様の支援のおかげです。いつ
もありがとうございます。

-委員会報告・「親睦旅行」のご案内

親睦委員会

・「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

藤谷出席委員長

10 月に予定しています、親睦旅行の工程提案書
を後日、皆様に配布しますので、そちらで確認し
ていただきたいのですが、
10/2９(火) 8：00 OPA 前集合（予定）
須藤会員の栃木工場を見学、こんにゃくパーク、
富岡製糸場をまわりまして、ホテル天坊に宿泊す
る予定になっています。
翌日は「群馬マイタケセンター」か、
伊香保の「おもちゃと人形と自動車博物館」を
見学する案となっています。
後日、皆様の意見を参考に決定したいと思いま
す。よろしくお願い致します。

ロータリーの友 令和元年９月号抜粋
加藤 信忠 雑誌・Ｒ情報委員長

はじめにマーク・ダニエル・マローニー アー
ル・アイ会長のメッセージです。
ロータリアンとロータリー家族の皆さん。アメ
リカでは、今年も夏が過ぎようとしています。毎
年、マローニー家の夏の終わりを飾るのは私の故
郷、イリノイ州リッジウェイで開催されるポップ
コーン・デーフェスティバルです。私は、そのイ
ベントで「ポップコーン・キング」として司会の
役目をしています。
一年を通して、どの家庭でもその家庭なりのし
きたりがありますが「機会を見つけて家族をロー
タリーの皆様に紹介する」新しいしきたりをつく
ったらいかがでしょう。さりとてなかなかロータ
リーにはそういう企画がありません。今年度はイ
ベントを家族向けのものにすることを優先事項
の一つとして掲げているのですが、そんなイベン
ト、ロータリー活動が家庭生活と競合しないよう
に、補完し合うような文化を育てていきましょ
う。現実的な行動としては、無理な事を会員に求
めず、家庭に配慮して日程を組み、あらゆるレベ
ルのロータリーのイベントが子供たちを歓迎す
るという事です。
21 世紀に精力的な奉仕団体としてロータリー
という贈り物を若い人に託す機会は、すべて生か
さなければなりません。子供たちや孫たちが、イ
ンターアクト、ローターアクト、ロータリーの入
会ついてもっと知りたくなるような楽しいイベ
ントを続けて行くにはどうしたら良いかを考え
ましょう。

子供たちをロータリーのイベントに誘う事は、
楽しいだけでなく、子供たちの目を世界に向けさ
せることにもなるのです。ロータリーが世界をつ
なぐのです。今年度を家族にとっても忘れられな
い一年にしましょう。
7 ページです。今月は基本的教育と識字率向上
月間です。
特集として「言葉が人の未来を育てる」
世界には、貧困や紛争など、学校が近くにないの
で勉強のできない子供たちが約 7 億人おります、
読み・書きができない子どもたちです。そんな事
でロータリークラブは、学校を造り、図書館を作
り、本を贈り・教師を育てたりしています。
8 ページから、そんなロータリークラブの話題
です。
前橋ロータリーの山田邦子会員から、モンゴル
の聴覚障害児に教科書を送りました。
10 ぺージは多治見リバーサイド RC の篠原一
行会員は同じ地区のクラブとタイ国を訪問して
タイの第 3350 地区と協同で教育の支援活動を
しています。
名古屋和合（わごう）RC では教育支援ユニッ
トをパキスタンの学校への支援です。
12 ページです。ロータリーの友月間で分から
ない事。すべての質問のお答えをしてあります。
定期購読はなぜ毎月か、などがあります。
14 ぺージ。ロータリーの友誌作成地区構成代
表委員は、ガバナーにより任命されます。ガバナ
ーの代理として地区を代表して『友』紙の制作を
しています。
16 ページです。世界共通のロータリーの友で
すから表紙も各国相似しています。
18 ページから指定記事にて、世界中同じで
2020 年ロータリークラブ国際大会の開催地の
写真です、楽しみにしてください。憧れのハワイ
です。誰でも参加できます。
32 ページは、「東日本大震災」「心は共に」
のコーナーです。思いは続いて。6 月 19 日第
2580 地区東京浅草ロータリーで、「希望の風」
ロータリーの奨学生で洗足学園音楽大学四年生
の久我理亜さんが卒業しましての卓話と演奏で
す。
38 ページです。世界中で活躍するロータリア
ンの話です。
アメリカデンバー郊外で行われた、ロータリー
クラブのいじめ対策プログラム。2014 年に、
2000 人を超える小学生が集まりました。
その他ケイマン諸島・イギリス・南アフリカな
どの海外のロータリークラブのあり方をご覧く
ださい。

縦のページです。はじめに 2019-20 年度 3
・出席報告
月に 2700 地区第 2 グループのアイエムの基調
講演。
表題は、「ラクビーから学んだ 和の心」です。
講師は日本銀行金融機講局審議役 宮田慶一氏
です。
タイトルを見て、なぜロータリーでラクビーな
のかと思いましょうがラクビーとロータリーは
起源もルールも似たようなところがあるからで
す。まず国境はありません。逃げない・負けない・
諦めない。ラクビー憲章は、ロータリー精神と全
く同じです。1．品位 2．情熱 3．結束
4．規律 5．尊敬です。
縦 9 ページです。この人 訪ねて
八尾東ロータリークラブの、木村皓一会員。
現在、年商売上 230 億円までに育て上げました。
木村社長は、昭和 20 年の生まれです。3 歳のと
き、ポリオにかかってしまった。ワクチンのない
時代で、高熱を出して右足が動かなくなったが、
3 年で、けんけんで、学校の階段を上がり新聞の
・スマイル報告
アルバイトで体力をつけた。超凄いロータリアン
です。
13 ぺージの友愛の広場も、沢山読むところが
あります。
池田 RC の「米山奨学生の晴れ姿を見にベトナ
ムへ」
根室西 RC「もらっていいのですか。奉仕の感
謝状」
隠岐西郷 RC「島にシャンソンがやってきた」
など。

2019～2020 年度
RI 会長 MARK DANIEL MALONEY
マーク・ダニエル・マローニー氏
RI テーマ
ROTARY
CONNECTS
THE WORLD
ロータリーは世界をつなぐ

藤谷出席委員長

村木スマイル委員長

【吉田新一 会長】
ムスタファさん ようこそ！
インドネシアはいかがでしたか？
頑張って下さい。
本日はＡＧ公式訪問前のクラブ協議会。
皆様よろしくお願いします。

2019-2020

吉田年度会長方針

『新たな心で
奉仕と親睦の和を広げよう』

