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クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」 -幹事報告Bonne Chance
・ゆめちゃん食堂よりお便りが届いています。

回覧いたします。

ロータリーソング：「我等の生業」

・地区より第２回地区補助金説明会のご案内が来
ています。第１回目には、私が出席しました。
回覧いたします。

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介
なし
会食・懇談
-会長報告・皆さんこんにちは。
先週のクリスマス例会、多数の出席ありがとう
ございます。また親睦委員長の細田会員を中心
に、設営をしていただいた会員の皆様には感謝
申し上げます。ありがとうございました。
梶浦幹事と二人でしばらくの間、またやらせ
ていただきます。皆さんのご協力で明るく楽し
いクラブにしていけたらと思いますので、よろ
しくお願い致します。
ロータリー活動を行う際に、４つのテストを
しっかりと守っていれば、素晴らしいクラブに
なると思います。発言するとき、行動するとき
４つのテストを再確認お願いします。
常に明るく楽しいクラブ運営をするために皆
さんご協力をいただければと思いますのでお
願いします。
・本日、クラブ協議会がございます。
次年度の理事役員の選出等あります、きちっと
話し合いができる環境をつくってまいりたい
と思いますのでご協力お願いします。
出席報告
例会月日
12 月 17 日
11 月 26 日

総員（名）
３6（３2）
３6（３3）

出席（名）
19
24

・2020 ポリオ根絶チャリティーコンサート
日時：2020 年 4 月 5 日(日)
会場：茅ヶ崎市文化会館
出欠は１月末までにクラブごとに連絡します。
回覧いたします。後日、事務局より詳細を案内
します。
・上半期の活動報告書の提出をお願いします。
後日、事務局より案内を出させて頂きます。
・本日例会後、理事会を行います。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。
-委員会報告・「ロータリーの友」令和元年 1２月号要約
雑誌・R 情報 加藤委員長
・「新年会」のご案内
親睦委員会
・出席報告
出席委員会

欠席（名）
13
9

出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率
59.38
.
72.73
0
72.73

-会員＆配偶者誕生日会員誕生日
なし
配偶者誕生日
12/15
洞口 芳彦会員 奥様

・スマイル報告

-委員会報告・「新年会」のご案内
親睦委員会

スマイル委員会

先週は、クリスマス家族例会。
皆様のご協力をいただきまして盛大に行うこと
が出来ました。ありがとうございました。
【梶浦暁 幹事】
先日は、妻への誕生祝いのお花をありがとうござ
いました。

-卓話-

新年早々の行事となりますが、新年会を予定して
おります。1 月 7 日（火）18 時点鐘予定です。
会場は齋藤会員のお店「ＣｉＰＡＮＧＯ」です。
会費 3000 円を予定しています。
クリスマス家族会同様、皆さんご協力のほうよろ
しくお願いいたします。

『年次総会』
-次回例会案内12/24（火） 通常例会
卓話予定 横川 隆司様
（ドルフィンスルー株式会社

・出席報告
出席委員会
代表取締役）

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
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ロータリーは世界をつなぐ

ロータリーの友

令和元年 12 月号抜粋

加藤 信忠

雑誌・Ｒ情報委員長

はじめに、RI 会長メッセージです。
アロハ、ロータリーです！
ロータリーの国際大会です。国際大会では、素晴
らしい体験ができます。来年の 6 月 6 日からの
ホノルル国際大会では、すべてのロータリーの会
員がハワイを訪問します。ハワイへの訪問を楽し
みましょう。あなたの「アロハ」を見つけて、共
有するには、時間がかかりません。ロータリーが
ロータリアンにとっての生き方であるように、ア
ロハは、ハワイアンにとっての生き方なのです。
組織委員会ではその中の一つ、ダイヤモンドヘッ
ド、ワイキキビーチなどのイベントを用意してお
きます。
ロータリー史上、最も家族連れ向きの今大会で
は、家族向けのオープニングセレモニーが行われ
ております。2020 年国際大会はロータリーと、
国際連合の繋がりを祝う時でもあります。2020
年 6 月には国連憲章調印 75 週年を迎えるので
す。
ロータリーが世界をつなぐには、国際大会ほど
ふさわしい場はありません。
7 ページです。今月の特集は、疾病予防と治療
月間です。
まず、表題は、元気に“ロータリー活動”を続け
よう!
日本人の死因第 1 位の“がん”を予防するため
に。
2016－2019 年度第 2710 地区がん予防推
進委員会ができました。委員会より
さて、がんとは何か、学説てきには（悪性新生
物〈悪性腫瘍〉）と言います。私たちの体は 60
兆の細胞で構成されています、その細胞が、自分
勝手に増殖を繰り返す病気なのです。

次に、国内でのがん発症状況です。がんの１次
予防(生活習慣)・二次予防(検診)などが、詳細に
書いてあります。ご覧ください。
がんを防ぐための新 12 か条が参考になります。
10 ページです。
がん予防推進活動 3 年間の成果。
2016－2019 年度 2710 地区予防推進委員
長藤村欣吾会員(広島中央ロータリー)の報告
調査の結果、見えてきたもの。として、下の欄
に表が出ています。
12 ページです。札幌北ロータリー小林博会員。
子どもたちが創る健康的な未来。13 ページまで
あります。
17 ページです。
ノーベル平和賞に輝く。デニ・ムクウェゲ
彼は医師として、コンゴの婦人科医として、残忍
な性の暴力を受けた女性を救い、2018 年にノー
ベル平和賞を受賞しました。
デニ・ムクウェゲは、レイブの恐ろしさを何遍
となく語り、国連や欧州議会や、アメリカ上院で
訴えてきました。第二次コンゴ戦争でも暴行によ
る死者は 200 万人以上とされている。
縦のページです。
はじめに国際ロータリー第 2710 地区グルー
プ８のアイエムの記念講演の抜粋です。表題は、
AI と先端医療です。講師は東京大学医科学研究
所付属病院長・教授 東條有伸氏。
さて、お話は、“概念的には実はもう 70 年近
い歴史を持つ人工知能が今、医療現場や一般生活
にどの程度入り込んでいるかを紹介して、次に私
の分野の血液がんのお話をしましょう。”
縦の 9 ページです。この人 訪ねて
博多イブニングロータリークラブ会員の小山
田浩定氏です。医業経営コンサルティングです。
医師の紹介から開業支援までします。グループの
売上 1440 億円の総合メディカルホールディン
グス（株）相談役です。小山田ロータリアンは
40 年ほどでこの会社を造り上げた逸材です。
13 ページ友愛の広場の抜粋では坂出東ロータ
リーの新谷五十雄会員の「感謝するより感謝され
ることの価値観」と題しての報告。
20 ページ卓話の泉。
一つは「ジュエリー（装身具）について」
東京ロータリーの植田会員からのお話、次は・沖
縄石垣 RC にて・宜野湾 RC 池田会員の「LGBT
を知る」 性的少数者を表す総称の一つです。
今月号の抜粋の紹介です。

