
 

第 2083 回例会 2019 年 10 月 15 日（火）(天候) 晴れ №14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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- 

・久しぶりの通常例会です。 

先日の台風19号により被災された方々にお見

舞い申し上げます。 

・10/8 ロータリーの夕べを開催しました。17

名の会員と 7 名のゲストの方が参加しました。

皆様お疲れ様でした。今後入会につながるよう

フォローして参ります。全員スマイルとなって

おります、ご協力ありがとうございました。 

・10/20 地区大会（相模女子大学）、10：30

小田急線藤沢駅に集合し向かおうと思います。

直接現地に行かれる方は 11：30 より受付開

始です。 

・10/29 に予定していた親睦旅行ですが、参加

者が少ないため中止となり、通常例会に変更い

たします。 

 

・本日は、田中章喜会員のイニシエーションスピ

ーチです。よろしくお願い致します。 

-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 10 月のロータリーレートは、1 ドル

＝108 円です。（参考：9 月レート=106 円） 

・ガバナー事務所より、新会員の集い（会員増強・

維持セミナー）の案内が届いております。回覧

しますので、対象会員の方でご出席の場合、登

録用紙にご記入をお願いします。 

・ガバナー事務所より、ハイライトよねやまが届

いています。回覧します。 

・鎌倉 RC より、北鎌倉女子学園インターアクト

認証式が 11 月 4 日に行われます。 
 

・例会の変更のお知らせ 

藤沢ＲＣ 

10/30（水）休会（第 5 週のため） 
 

藤沢南ＲＣ 

11/4（月） 祝日休会・文化の日 

11/18（月）夜間移動親睦例会② 

インドネシアのお客様 

12/16（月）クリスマス家族親睦例会 

鎌倉プリンスホテル 

12/30（月）休会・定款により 

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 

10 月 15 日 ３7（３4） 21 13 61.76  . 

9 月 24 日 ３9（３6） 24 12 66.67 なし  
 

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」         

Bonne Chance 
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 大和ＲＣ 

10/15（火）取止め例会（祝日週） 

10/22（火）取止め例会（祝日） 

11/12（火）振替休会 

（11/9,10 やまと産業フェアに振替） 

12/10（火）振替休会 

（12/8 交通事故撲滅大作戦に振替） 

12/17（火）振替休会 

（12/15 クリスマス例会に振替） 

12/31（火）取止め例会 
 

茅ヶ崎湘南ＲＣ 

10/16（水）振替休会 

（10/20 第 2780 地区「地区大会」に振替） 

10/30（水）休会（第 5 週のため） 

11/6（水） 11/8(金)移動例会「劇団四季公演」

於：茅ヶ崎市民文化会館 17:00 点鐘 
 

茅ヶ崎ＲＣ 

10/17（木）振替休会 

（10/20 第 2780 地区「地区大会」に振替） 

 

-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 
 

 
 

 

-委員会報告- 

・「ロータリーの夕べ」のご報告 

会員増強委員会 
 

・「親睦旅行中止」のご連絡 

親睦委員会 
 

・「ロータリーの友」令和元年 10 月号要約 

雑誌・R 情報 加藤委員長 
 

・出席報告          高橋副幹事 

-会員誕生日- 

なし 
 

・スマイル報告     村木スマイル委員長 

【吉田新一 会長】 

台風19号により被災された方々へお見舞い申し

上げます。 

田中章喜さん、本日のイニシエーションスピーチ

よろしくお願い致します。 

中村先生 本日はようこそ！（急患で御欠席） 

【田中正昭 会員】 

女房の誕生日の花束ありがとうございました。 
 

-卓話- 

『イニシエーションスピーチ』  
田中 章喜会員  （議員秘書） 

 
 

-次回例会案内- 

10/20（日） 地区大会 

10/29（火） 通常例会 
 

点鐘 

閉会 
 

 

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 



 

 
 

 

 

 

はじめにマーク・ダニエル・マローニー RI 会長

のメッセージです。 

ロータリーは、長年のあいだ、ポリオと、闘っ

て来ました。ポリオ撲滅は、何十年もの間、ロー

タリーの代名詞となっています。これまで私達が

成し遂げて来た事を誇りに思うべきです。 

ポリオの根絶活動のパートナー団体は、ポリオの

発症件数を 99.9％以上も減少させ、25 億人の

子どもたちに予防接種を施し、1,800 万件のま

ひ発症を防ぎました。 

10 月 24 日の世界ポリオデーのキーワードは

「行動」です。今年はできるだけ多くのクラブに

イベントを実施していただきたいと考えており

ます。ポリオ根絶で集められた資金はビルゲイツ

財団から 2 倍の上乗せが寄贈されます。 

ロータリーはポリオ根絶のため、今後も世界をつ

なぎ続けなければなりません。ポリオ根絶活動の

行方は私たちの肩にかかっております。必ず実現

しましょう。 

7 ページは「マローニーRI 会長 ようこそ日本

へ」です。 

8 月 2 日から 10 日、マーク・マローニーRI 会

長夫妻が日本にいらっしゃいました。 

今回は、９回目だそうです。ゲイ夫人も 7 回目で

す。 

RI 会長は、談話で、会長として、代表としては訪

問地を決定するにあたっては多少裁量権があり

ますので、今回の訪問では鎌倉や名古屋や福島県

を選びました。そして日本のロータリアンが地元

や海外の各地でとても大きなインパクトをもた

らしている事を知りました。 

また、職業奉仕や青少年指導者養成プログラム、

米山奨学生青少年交換学生プログラムなど様々

なプレゼンテーションを聞きました。2011 年に

発生した東日本大震災のときのロータリーの活

躍も伺いました。そして日本のロータリーのリー

ダー松宮・小沢等元 RI 理事などともお会いでき

て大変光栄でした。今回の訪日は私の期待を大き

く上回る事で、改めて「ロータリーは世界をつな

ぐ」という事を実感しました。 

福島ロータリークラブのインターミーテンクが

終わってから穴原温泉のホテルにての浴衣姿に

は楽しい写真として思い出がのこりました。と、 

14 ページです。鎌倉ロータリーでは、マロー

ニー会長自ら鎌倉女子学園のインターアクトク

ラブの認証伝達式に出席していただき全員にバ

ッチを贈呈していただきました。 

次は 19 ページです。今月は米山月間です。モ

ンゴルで強く結ばれた絆として、7 月 27 日から

28 日モンゴルの首都ウランバートルで米山学友

会により盛大に盛り上がりました。モンゴルの現

職の外務大臣も参加して来賓 383 人にのぼりま

した。モンゴル米山の学友会を通じてホスピタリ

ティを感じました。来年の台湾での再開を約束し

て楽しみにしております。 

34 ページ。侃侃諤諤という表題で欄ができま

して。普段の例会のロータリアンの出席の服装姿

はどうしたら良いかなどの、些細な疑問を解くコ

ーナーがありますので、参考にしてください。 

40 ページは、ロータリーの世界中の話題です。

ニカラグア・アメリカ・ガーナ・ポーランド・マ

レーシアのロータリークラブの活動の話題です

…世界は狭い。 

縦のページです 

昨年９月８日に、国際ロータリークラブ 2630

地区四日市グループのアイエムの基調講演から、

表題は、「社会変化を的確に捉えることの重要性

と地域イノベーションのおもしろさ」です。 

講師は三重大学副学長 西村訓弘氏 

講師は 1965 年三重県に生まれました。87 年筑

波大学卒業後、三重大学教授医学部連特命教授を

経て第二回日本バイオベンチャー大賞を授与さ

れました。自分の田舎は本当にだめだと思ってい

ましたが。しかし、自分の考え方を変え、時代が

変わった事を理解し、それに合わせて自分を変え

てゆくことだ、理解しました。 

縦の 9 ページです。今月のクラブ紹介です。横

浜ロータリークラブの紹介で、工藤誠一会員で

す。職業は横浜市の山手にある聖光学院の校長で

す。地元の校長ですから、どうぞ目を通してくだ

さい。 

13 ページ友愛の広場では盛岡東の熊谷達雄会

員がロータリーに入会してまだ 1 年ですが「例会

の国旗と国歌」に感謝しています。小城ロータリ

ーの七田会員の「卓話が呼んだ 60 年前の幻の写

真」 

21 ページです。卓話の泉です。兵庫県の川西

ロータリー池水会員から「日本刀の話」・厚木中

ＲＣの徳洲会病院院長黒木会員の「インフルエン

ザについて」のお話等ぜひお読みください。 
 

  

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』 
 

ロータリーの友 令和元年 10 月号抜粋 
 

加藤 信忠 雑誌・Ｒ情報委員長 


