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クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」 ・事務局の高木さんが 10 月末で退職されました。
Bonne Chance
当面は会長、幹事で行います。

また、事務局をお願いできる方を探しておりま
す。お知り合いの方で事務局を引き受けてくだ
さる方がいましたら、お声掛け下さい。

国家斉唱：君が代
ロータリーソング：「我等の生業」

・2019 年 11 月のロータリーレートは、1 ドル
＝108 円です。（参考：10 月レート=108 円）

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
増田 克実様
（株式会社証券ジャパン 調査情報部 部長）
ウズン・ムスタファ・タハ様（米山奨学生）
会食・懇談
-会長報告・皆さんこんにちは。
本日は、証券ジャパンの増田様に卓話をいただ
くということで、御多忙中ありがとうございま
す。
ムスタファさん、研究室入室おめでとうござい
ます。ますます忙しくなると思いますが、頑張
って下さい。
-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。
出席報告
例会月日
11 月 12 日
10 月 20 日

総員（名）
３7（３4）
３7（３4）

出席（名）
23
15

（ガバナー事務所よりのご案内）
・第７回日台ロータリー親善会議福岡会議の案内
が届いております。
日時：2020 年 3 月 6 日(金)
会場：ホテルニューオータニ博多
会費：22,000 円
興味のある方は事務局へご連絡お願いします。
・インターアクト年次大会の案内が届いてます。
日時：2019 年 11 月 23 日(土)
9：30-15：00
会場：神奈川県立弥栄高等学校
青少年奉仕委員会の出席を予定しています。
・新会員の集い（会員増強・維持セミナー）の案
内が届いています。
日時：2019 年 12 月 7 日(土)
14：00-20：00
会場：ミナパーク
入会 3 年以下の会員が対象です。
・
「クラブと会員のロータリーに関する意識調査」
アンケートご協力のお願いが届いています。
回覧します。対象者には個別にお願いします。

欠席（名）
21
19

出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率
67.65
.
44.11

・地区補助金プロジェクト申請に関して案内が届
いております。回覧いたします。
・台風１５号、１９号の被災者の方への義援金の
協力依頼が来ております。回覧いたします。
-米山奨学金授与ウズン・ムスタファ・タハ様

【上堀美智子 会員】
誕生日祝い有難うございます。
【高橋正宏 会員】
証券ジャパン増田さま
本日の卓話宜しくお願いします。
【細田研 会員】
証券ジャパン 調査部増田さん
「年末に向けての経済見通し」聞かせてくださ
い。
楽しみにしています。

-卓話-

『株式市場から見た 2019 年度
後半の景気、マーケット』
増田 克実様
（証券ジャパン 調査情報部 部長）

-委員会報告・「ロータリーの友」令和元年 11 月号要約
雑誌・R 情報 加藤委員長
・「白旗遊行福祉祭り」のご案内
社会奉仕委員会
・「米山委員会」よりお知らせ
米山委員会

-次回例会案内11/19（火） 通常例会
卓話予定 兼松 那幸様（日米国際投資振興機構）
インフルエンザ予防接種
点鐘
閉会

会員誕生日
上堀

・「新会員の集い」のご案内
地区管理運営委員会
・出席報告

出席委員会

-会員＆配偶者誕生日会員誕生日
10/26
上堀 美智子会員
11/2
横田 佳代子会員
配偶者誕生日
11/16
横田 佳代子会員ご主人様

・スマイル報告
村木スマイル委員長
【吉田新一 会長】
証券ジャパン増田様
本日の卓話よろしくお願い致します。
ムスタファさん研究室入室おめでとうございま
す。がんばってください！
【加藤信忠 会員】
お祝い有難うございます。

お誕生日おめでとうございます。

美智子会員

ロータリーの友

令和元年 11 月号抜粋

加藤 信忠

雑誌・Ｒ情報委員長

横のページです。ＲＩ会長のメッセージは、
「ロータリアンとロータリー家族の皆さん」
毎年 11 月に国連で開催する、ロータリーデー
は、国連とロータリーの歴史的関係を想い出させ
てくれる大切な記念日です。
2020 年 6 月に国連憲章調印の 75 周年を迎え
ます。そんな事で、今年のロータリデーは例年以
上に重みがあります。
なぜこの日を選ぶのか不思議に思う人がある
かもしれませんが、第２次世界大戦を通してロー
タリーは世界平和を守るため、数多くの出版物を
発行して国連の理念を伝える役割を果たしてき
たのです。
いよいよ国連憲章の起草となるとロータリー
は国連の諮問役を努めました。そんな事で、国連
とは密接な関係にありました。とくに、今年度国
連との関係を取り上げることは、過去を振り返る
ことだけでなく、未来への道を照らすことでもあ
ります。重点分野におけるロータリーの活動と国
連の目標を通じた活動は似ているのです。ロータ
リーという、一つの団体では、世界中の人々に綺
麗な水を提供することができない。飢餓をなくす
こともできません。ポリオを根絶することもでき
ません。しかし、国連のようなパートナーと協力
すれば、必ず実現できるのです。ぜひ、国連関連
のイベントに参加してください。年度をとおし
て、特別な最新情報を発信していくのを楽しみに
しています
7 ページです。世界で良いことをする。
11 月は「ロータリー財団月間」です。
ロータリー財団の最新統計データ、財団への寄付
の種類や認証について紹介です。
また、財団へ寄付するモチベーションを 4 人のロ
ータリアンに伺いました。
８ページです。「未来の礎となる財団」2018
年－19 年 3 億 3500 万ドルの支出合計です。
10 ページ ロータリー財団の寄付分類です。
11 ページ ロータリー財団認証の分類です。
12 ページは 4 人の先程の会員のモチベーショ
ンです。
14 ぺージは、ロータリアンに学ぶインターア
クトクラブです。柏原高校インターアクトです。
16 ページから米山記念館の創立 50 周年記念
式典です。
22 ページです。出雲西高校ＩＡＣと韓国との
海岸の漂着物掃除で日韓の友情を作る。

縦のページです。昨年ロータリーの 2530 地
区のアイエムの基調講演です。
「ポリオ根絶に向けてわがクラブの先輩」
講師は麹町ロータリー元会長久保田智也氏
私が基調講演を務める理由
2011 年の東北大震災のとき、わが麹町ロータリ
ークラブは、大震災に遭遇した人にできる事はな
にかを検討しました。その時に、様々なルートを
通じて相談したところ、本日のＩＭのホストクラ
ブの福島南ＲＣと、姉妹クラブの提携をすること
になりました。そしてもう一つ、場違いであるよ
うだがポリオ撲滅である事です。それは、私の生
まれた 60 年前に、夕張市でポリオが発生して、
北海道全土に広がったのです。私の友達も患った
病気でした。
皆様御存知とも思いますが、急性灰白髄炎とい
う病気です。この度の震災にも、対処方がないの
です。今は、ワクチンがありますが充分注意しな
ければいけないのです。講師は、歯学博士、東京
麹町ロータリークラブ会員 50 代目の会長です。
縦の９ページです。この人を訪ねての欄です。
東北新幹線が新花巻駅に着くと、今回の主役、蒲
田定悦会員が待っていてくれました。花巻南ロー
タリーの会員です。農家ですが花巻農業高校の教
師としても勤めております。持ち前チャレンジ精
神は、宮沢賢治譲りです。ブルーベリーの栽培で
は有名です。敷地内にはモデル庭園や休憩所等を
設置してありました。東日本大震災では、蔵と倉
庫を全焼させてしまいました。
縦 13 ページは友愛の広場です。
縦 18 ページ卓話の泉、社員の人事評価制度は
静岡県沼津ロータリークラブの戸本真梨子会員
です。社員の人事評価化制度は当会の河合会員も
専門家なので折があったら当会での卓話をお願
いしたい。
次に広島東南ロータリークラブ温泉川梅代会員
の「女性アスリートの健康管理」
今月の抜粋を終わります。
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
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ロータリーは世界をつなぐ

