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2020 年 2 月 4 日（火）(天候) 晴れ №27

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」 -幹事報告Bonne Chance
・本日例会後、理事会を行います。理事役員の方

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・ビジター紹介
出村 忠廣様（横浜東 RC）
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４４周年記念例会です。我が藤沢東ＲＣ
も 44 年が経つということでございます。私が
昭和 51 年生まれで、ちょうど今年 44 歳にな
りますので、同い年となります。
今日は記念例会ということで、須藤会員、石
井会員、河合会員、横田会員よりお話を頂きま
す。
・先日の日曜日に、ロータリー奨学生帰国報告会
に出席してまいりました。財団奨学生ですから
20 歳以上の方で、今後世界の懸け橋になって
くれたらいいなと思いました。実際に奨学生と
会って話をしますと、ロータリーの活動が素晴
らしいものと改めて実感いたしました。
出席報告
例会月日
2月4日
1 月 21 日
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23
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は、ご出席頂きますようお願い致します。
・2020 年 2 月のロータリーレートは、1 ドル
＝110 円です。（参考：1 月レート=110 円）
・ガバナー事務所より「国際奉仕を考える会～チ
ャレンジしてみよう国際奉仕！！」の案内が届
いています。回覧いたします。
（会長幹事会報告）
・世界大会（ハワイ）地区ナイトの案内
・米山財団寄付金の件
・4/5 茅ヶ崎チャリティーコンサートの件
・IM 分担金、各クラブへの挨拶の日程について
・ロータリーウォークの今後について
（例会の変更のお知らせ）
綾瀬ＲＣ
2/18(火)より 綾瀬市商工会館へ会場変更
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-委員会報告・「ロータリーの友」令和 2 年 2 月号要約
雑誌・R 情報 加藤委員長

・出席報告

-会員誕生日会員誕生日
2/10
2/12

・「2019-2020 年度国際奉仕」のご案内
国際奉仕委員会 齋藤委員長

出席委員会

須藤
細田

修司会員
研会員

・スマイル報告
スマイル委員会
【出村忠廣様（横浜東 RC）】
本日はお世話になります。
【須藤修司 会員】
誕生祝い、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願い致します。
【細田研 会員】
お誕生日のお祝 ありがとうございます。
私も今年、５４歳になりました。
これからも宜しくお願い致します。
【伊藤尚志 会員】
妻への誕生日プレゼント
素敵なお花をいただきました。
しばし家庭内の平和が訪れました。
ありがとうございました。

-卓話-

『創立 44 周年記念例会』
-米山奨学金授与ウズン・ムスタファ・タハ様

須藤修司会員
（チャーターメンバー S51 年 2 月入会）
（H7 年 6 月入会）
石井博会員
（H10 年 1 月入会）
河合克彦会員
横田佳代子会員 （H8 年 10 月入会）

-次回例会案内2/11（火） 休会
2/18（火） 通常例会
卓話予定 『3D プリンターのよもやま話』
中井泰彦様（一級建築士）
点鐘
閉会

ロータリーの友

令和 2 年 2 月号抜粋

加藤 信忠

雑誌・Ｒ情報委員長

アールアイ会長のメッセージです。
ロータリアンならびに、ロータリー家族の皆様、
115 周年お目出とうございます
1905 年以降世界は大きく変わっています、当
時世界の人口は 17 億、現在は 77 億です。115
年前アメリカの電話普及率は、100 人で 5 台で
す。2020 年には、アメリカでも 96％が携帯電
話を持っていると言われている時代です。
ロータリー創立以来 115 年の間にあらゆるこ
とが変化したように思いますが、ロータリーの理
念は変わりません。
世界中で変化のスピードが速まっている中で、
ロータリーの奉仕への需要は、ますます高まって
います。
昨年、私は妻のゲイと福島県を訪れました。
11 年 3 月に福島を襲った地震・津波・原発事故
という大惨事は、世界でも類を見ません。しかし
今日の福島で見られるのは、希望と再生の物語で
す。ロータリーの補助金により被災者は、医療と
精神医療ケアが受けやすくなり、震災を乗り超え
られるのです。
上海では、”介護の研修(Careers in Care)”
のプログラムを学びました。高齢者の介護施設の
移民労働者を支援するものです。このような施設
は、地元のニーズに応えるからこそ成功するので
す。
また、グアテマラでは、妻とサンパンゴ村を訪
れました。この村ではグローバル補助金のおかげ
て排水管網の改修や、寄贈された機械で豆乳の製
造をしていた。
全ての重点分野で、ロータリープロジェクトは
世界中のあらゆる地域で、人々の生活を向上させ
ているのです。
7 ページから。ようこそ、島へ！・・・島の特
集です
8 ページ 人情の島・奄美大島・・・奄美中央
ロータリークラブ 58 名。
利尻島・・・利尻ロータリークラブ 19 名。
石垣島・・・石垣ロータリークラブ 44 名。
隠岐の島・・・隠岐西郷ロータリークラブ 24 名。
対馬・・・対馬ロータリークラブ 20 名。
小豆島・・・小豆島ロータリークラブ 36 名。
などなど
16 ページ 特集 平和構築と紛争予防月間
ローマ教皇に長崎来訪を求める。鎮西学院高校
インターアクターの内山洸士郎さんです。「私は
核兵器廃絶と平和な世界をめざす「高校生 1 万人

署名活動」に参加しています。2019 年 5 月に
は高校生平和大使に選出されました。教皇が在日
中に平和の火を渡す役を務めました。微力だけど
無力じゃない、と署名活動をしています。
22 ページ ポリオのない世界を想像ながら
西天草ロータリークラブ(熊本県)の 10 月 27 日
「富岡城お城まつり」での募金活動です。
26 ページ 視点です
「もしもあの時断っていたら」
吉田潤司ガバナー
「ローターアクトに救われる」
福田武男ガバナー
他
32 ページ世界中で活躍「世界を変える行動人」
メキシコ・パラグアイ・タンザニア・イギリス・
フィリピンなどです。凧揚げなど可愛いです。
34 ページ 2019－20 年度地区大会略報の情
報です。
縦のページです。
去年 3 月 14 日の札幌東ロータリークラブ
創立 60 周年記念講演要旨
講師はユニバーサルデザインアドバイザー
松森果林氏という女性です。
表題 「聞こえる世界から 聞こえない世界へ
そして共に生きる社会へ」
私の耳は全く聞こえません。今日の公演は、音
声と手話とテキストをスクリーンに写し出しな
がら、進めて行きます。
私は小学４年生の時に右耳が聞こえなくなり
その後左耳も少しずつ聞こえなくなってしまい
ました。犬の声も人の声も音として感じる程度で
す。そんな私の強みは「聞こえないことです」両
耳とも聞こえなくなって絶望状態の時。自殺未遂
もしました。
その後、「聞こえない世界で生きる私」を作っ
たのは、筑波技術短期大学です。
私は３人家族です。私にはもう諦めるという選
択技はありません。一人一人がかけがえのない存
在として能力を発揮できる社会を考えて行くき
っかけになればうれしいなと感じての今日講演
です。
縦の９ページです。この人を訪ねて
本日は大宮シティロータリークラブの那須隆
男会員です。気象観測を支えるゴム気球を製造し
て８０年、シェア５０％以上の会社の社長です。
衛星によるレーダー観測はあくまでも二次的な
もので、天気図を作る基本は、ゴム気球によるも
のだそうです。
縦の 13 ページ友愛の広場です。敗戦国日本を
救った恩人の話、大網ロータリークラブの四之宮
由己会員。

縦の 18 ページ卓話の泉です。
「豚コレラって何？」相模原グリーンロータリー
クラブにて、大阪 ECO 動物海洋専門学校長 獣
医学博士高山清次博士の卓話です。
2018 年 9 月岐阜県の養豚場で豚コレラが発生
しました。日本では 26 年ぶりの発生です。コレ
ラのウイルスが人に感染することはありません。
以上です

-卓話須藤

修司会員

-会員誕生日須藤 修司会員
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お誕生日おめでとうございます。

