
点鐘　…柳田純昭 会長

斉唱　…奉仕の理想

ゲスト紹介

　柚木裕子様（かながわ湘南 RC 会長  R 財団学友）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・ 奄美地方豪雨災害義捐金のお願い

送金締切　11 月 18 日 ( 木 )
・ ローターアクト地区研修会へのご出席のお願い

日時：12月4日（土）13時～16時30分～ 予定
場所：葉山町福祉文化会館

・ 第 23 回全国ローターアクト研修会へのご出
席のお願い
日時：2011 年 2 月 11 日（金・祝）12 日（土）
場所：大宮ソニックシティ大ホール

・ 「新会員の集い」に向けてアンケートのお願い
①クラブアンケート
②新会員アンケート

「新会員のつどい」
開催予定：

2011 年 2 月 10 日（木）～ 11 日（金・祝）
開催場所：ニューウェルシティ湯河原

◎厚木法人会より
・ 地域ふれあい講演会の協力のお礼について

幹事報告

◎例会変更　
＊秦野名水ＲＣ

・友好クラブ古河東ＲＣへ訪問
日時：25 日（木）→

11 月 30 日（火）～ 12 月 1 日（水）　
＊寒川ＲＣ

・６ＲＣ合同親睦ゴルフ大会
日時：11 月 8 日（月）15 時　点鐘
場所：小田急藤沢ゴルフクラブ

・親睦家族移動例会
日時：11 月 15 日（月）　「香嵐渓谷紅葉狩り」

・寒川産業まつり参加
日時：11 月 21 日（月）9 時　点鐘
場所：さむかわ中央公園

◎週報
1. 厚木中ＲＣ
2. 厚木県央ＲＣ

西嶌洋一直前会長報告

11 月 9 日 ロワジールホテル エルム
パスト会長会議 18：00 ～

今日のお花

お茶 （壽永純昭君）

第2442回例会（11月9日）☆司会　難波有三　SAA

今日の例会（11月16日）

「認証状伝達記念例会」
担当：柳田純昭会長

次回の例会（11月30日）

担当：前田賢一君

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊会員誕生日
　西迫　哲君（11 月 21 日）
　吉岡　敏君（11 月 24 日）

＊結婚記念日
　会田　明君（11 月 20 日）
　嶋田健一君（11 月 20 日）
　西迫　哲君（11 月 21 日）

　難波有三君（11 月 23 日）
　西嶌洋一君（11 月 26 日）



スマイル

柳田純昭会長・黒柳告芳幹事
神奈川湘南ＲＣ柚木会長ご多用中のところ卓話あり
がとうございます。宜しくお願い致します。

清水忠直君
かながわ湘南ＲＣ会長柚木裕子さんをお迎えするこ
とができ、喜びと共に感謝申し上げます。

山本淳一君
今月はロータリー財団月間です。2780 地区のガバ
ナー事務所にお勤めで、ご自身が財団学友でいらっ
しゃり、今年はかながわ湘南ロータリークラブの会
長でいらっしゃる柚木さんを講師にお招きいたしま
した。ご聴講下さり、ご理解とご協力（財団寄付）
をおねがいいたします。

吉岡　敏君
柚木さんようこそ厚木ロータリークラブへ！本日は
卓話ご苦労様です。平素は大変お世話に成って居り
ます。特に今年度は中古消防自動車のタイ国への寄
贈事業について何から何まですっかりお世話になり
有難うございます。無事寄贈が完了するよう今後共
宜しくご教示をお願い致します。本日はごゆっくり
お過ごし下さい。

黄金井康巳君
11 月 5 日より今年の新酒「しぼりたて盛升」を発
売いたしました。今年は猛暑で米の生育は良かった
反面、暑さに耐えたお米は発酵もゆっくりで、その
分少しコクのあるまろやかなタイプになりました。
また、その当日に東京国税局の鑑評会で、吟醸の部
で「大吟醸」が、お燗酒の部門で「本醸造」が、焼
酎の部門で「旗頭」が各々、優筆賞をいただき、三
冠達成です。

寿永純昭君
やっと色付いた紅葉が強風にとばされて舞っている
庭に秋を感じました。所用の為、早退させて戴きます。

難波有三君
柚木さん本日は大変ご苦労様です。また、日頃、地区
ではお世話になっております。西迫一郎会員および哲
会員へお母様の叙勲、誠におめでとうございます。

西迫一郎君
先日、母が秋の受勲にて瑞宝双光章をいただくこと
ができました。これも一重に日頃から皆様からいた
だいているご指導のお陰様と感謝しております。あ
りがとうございました。

小林　透君
前田さんへ…その２「昨日に国連難民支援」のチャ
リティーゴルフへ参加にハイブリットカーで乗せて
もらいました。ありがとうございます。おかげでゴ
ルフも良い成績をおさめました。

会田義明君
西嶌さん、小林さん、前田さん昨日は大変お世話になり
ました。そして小林さん入賞おめでとうございました。

滝澤　勇君
サラリーマン時代に 10 年間、人事・労務の仕事に
たずさわっていたことから、社会保険労務士の道に
進みました。お陰様で、開業後満 10 年となり今月
から 11 年目に入りました。今後とも宜しくお願い
致します。

門田高明君
結婚記念日、誕生日のお祝いをいただきありがとう
ございます。なかなか出席出来ない中、こういう日
ばかり出席で申し訳ございません。

高橋　宏君
本日所用の為、早退いたします。

卓話「ロータリー財団月間」

担当：山本淳一君
講師：柚木裕子氏（かながわ湘南 RC　R 財団学友 RI 第 2780 地区ガバナー事務所）

1972 ～ 73 年度愛知県から R 財団奨学生として留

学させていただき、言葉に尽くせない素晴らしい経

験をさせてもらった。社会に奉仕することを教えら

れ、自分もいつか世界に恩を返していきたいと思っ

ていた。第 2780 地区との関わりは、第 2780 地区が

第 259 地区から分割して財団学友会が機能しなくな

り、その建て直しに力を貸してほしいと清水先生か

らお声がかかったことからだった。学友会を建て直

し、軌道に乗り始めて 3 年後、清水忠直先生から「そ

ろそろ社会に貢献してはどうかね？」という言葉に



出席報告　＜会員41名、出席対象38名＞

10 月 26 日例会　　確定出席率 91.89％ 11 月 9 日例会　　出席 32 名　欠席 6 名　出席率 84.21％
＜事後メイクアップ＞

　髙橋　宏君（10 月 28 日　厚木県央 RC）

＜欠席者＞

　常磐重雄君・福住桂司君・前迫静美君・山口巖雄君・黒栁智太郎君・

　金沢文明君

動かされて 1993 年からガバナー事務所での勤務。

仕事を始めて 11 年。2004 年かながわ湘南 RC 創

立。チャーター幹事としてクラブ設立に携わる。

そのとき、今度は自分が世界の平和への貢献に役

立ちたい、社会に貢献していく仲間ができ、世界の

ロータリーに仲間入りできたことに喜びを感じると

同時に大きな責任も感じた。

R 財団とは
1） 財団のプログラムには人道的なプログラムと教育的なプログラム、そして寄贈プログラムがある。又、ポ

リオのように今年度も最優先事項として取り上げられ、撲滅のために、世界中で活動を進めている。ただ、
お金を出すというより、活動のためのファンドレイジングを私たちクラブはしている。海外ではそれが普
通で、「ロータリーの友」からのニュースでヨーロッパで、「面白い小話」を集めて出版し、ロータリアン
に買って貰って収益をポリオに寄付しようという運動を始めたら、その本がとても売れ行きがよく、評判
になっていると書かれていた。単にお金を募金するのではなく、楽しみながら、人のためになりながら募
金を集め、目的のものへ寄付をする、ロータリーはそういう醍醐味を味わいながら、社会と関わっていく
ということを最近いくつか経験し、実感させていただいている。

2） 今月は財団月間で財団といえばお金集めで分からないプログラム、寄付の行方が分からない、という話が
飛び交い、やっとプログラムを理解したところでまた変更があったり、特に補助金に関しては悩まされま
すが、何故そうなったかを知ると、それなりに理解できるようになる。

 教育的プログラムから始まったR財団も世界の紛争解決の分野における国際問題研究のためのロータリー・
センターに発展し、2013 年からの夢計画では、文化面での奨学生については、地区の裁量にまかせる部分
が増やされましたが、補助金の割合が減り、人道的分野も大きな国際支援はより効果的に、他の団体とも
協力をしながら達成し、小さな支援は地区、クラブの裁量が大きく認められるようになり、自主的に活動
することが求められるようになる。

R 財団で留学をさせていただいたことに対して、財団学友会、地区の仕事を通してロータリーに関わり、そ
してロータリアンになって少しは貢献できたかと思うが、それ以上に私はロータリーを通して多くの出会いを
頂き、奉仕活動をすることが自分の喜びであることを実感して、心から感謝をしている。これからもこの気持
ちを忘れず、多くの出会いに感謝し、奉仕活動を通じてもっと出会いを広げて行きたいと思う。


