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ロータリーに輝きを

2014 ～ 2015

国際ロータリー会長

ゲイリー C.K ホァン

第2641回例会（2月3日）☆司会

森住

等 副SAA

点鐘 …前田賢一会長

会長報告

斉唱 …君が代・厚木 RC の歌

◎ガバナー事務所 より
・ロータリーデーに伴う奉仕活動のお願い
・会長エレクト研修セミナー
（PETS）開催のお知
らせ
2015年3月11日
（水） 藤沢商工会館ミナパーク

ゲスト紹介

◎ＮＰＯ法人日本ティーボール協会神奈川連盟 より
・厚木ロータリークラブ会長杯
第3回厚木オープンふれあいティーボール大会
について
2015年4月11日
（土） 厚木市営及川球技場
◎株式会社クマヒラ

より

・
「抜萃のつゞりその七十四」
成田

委員会報告

清様

RI第2780地区 国際奉仕委員長
（平塚西RC）

◎情報委員会（クラブ研修リーダー）山本淳一君
2月10日、炉辺会談を行います。要出席者のご出席
をよろしくお願いいたします。18：30レンブラント
ホテル3F丹沢です。

新井今日子様
RI第2780地区 国際奉仕委員
（鎌倉RC）

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
三橋一皓君（10日）

＊結婚記念日
森住 等君（11日）

今日の例会（2015 年 2 月 10 日）

次回の例会（2015 年 2 月 17 日）

「司法書士の奉仕活動」
担当：丸田隆弘君

「取り残されていませんか？
オフィスの5S ～ 5Sが導く企業価値向上～」
担当：十亀健志君
講師：リコージャパン株式会社 菅野博文様

理事役員会 議事録
日 時：2015年 2月3日
（火）13：30 ～
（例会終了後）
会 場：厚木商工会議所
1.会長挨拶

408号室

前田 賢一 会長

2.例会行事
2月度例会
3日(火)

「世界理解月間」

吉岡

敏 国際奉仕委員長

10日(火)		

丸田隆弘 会員

17日(火)		

十亀健志 会員

24日(火)

「クラブ協議会」

前田賢一 会長

「創立記念例会」(移動例会)

前田賢一 会長

3月度例会
3日(火）

10日(火)		

髙橋

17日(火)		

常磐重雄 会員

24日(火）
		

西迫

31日(火)

休

浩 会員
哲 会員

会

3.議題
①新会員推薦の件
大和ハウス工業（株）支社長 志保達郎氏の推薦を承認した。
②ロータリーデー（2/22）の件
本厚木駅南口と恩名に設置している看板のリニューアルについては、看板を管理している厚木市
の了承を得る必要があると思われる。幹事クラブの厚木県央ＲＣを通じて厚木市と連絡を取るこ
ととする。
③IM（3/8）の件
1月27日の例会でプログラムを配布済み。参加者の確認を進める。
④ティーボール大会の件
４月11日（土）に及川球戯場で開催することに決定した。実施要領は確認でき次第、連絡する。
（前島憲司新世代奉仕委員長から報告）
⑤その他
・2月10日
（火）の炉辺会談はレンブラントホテル（3Ｆ丹沢）で実施する。
（山本淳一研修リーダー
から報告）
会費負担について了承。
・3月10日の創立記念例会は、セルバジーナで開催する予定。
（前田賢一会長から報告）

スマイル

前田賢一会長

国際奉仕委員会 委員長 成田 清様（平塚西RC）
本日国際奉仕活動について卓話をします成田と申し
ます。宜しくお願い致します。

妻の誕生日祝いたのしみにしてます。4月まで年上

前田賢一会長
先週のゴルフコンペでは、青空のもと少し寒かった
ですが楽しく、1日過ごすことができました。幹事の
小林さん、具島さんありがとうございました。準優勝
したのでスマイルします。幹事をまぬがれたと思い
ましたが優勝が大川さんでしたので、私が幹事にな
りました。会長兼話で頑張ります。

女房です。
吉岡

敏君

地区国際奉仕委員会の成田委員長、本日はご苦労様
です。卓話宜しくお願い致します。
壽永純昭君
第2780地区国際奉仕委員会、成田委員長（新井今日子
委員）のご来厚を心より歓迎いたします。地区の花形
委員会のご活躍を祈念いたします。本日はよろしく
お願い致します。

小林

透君

髙橋

浩君

鬼は外！福は内！

所用のため早退させて頂きます。

髙橋

青山泰秀君

宏君

先日のゴルフ同好会コンペにおいて初めてのベスグ

本日、所要にて早退します。

ロを頂きました。これもライバル？（欠席のおかげ）

今日のお花

又、小林透、常磐重雄両会員からコインをいただきま
したのでスマイルします。今回幹事の具島さん、小林
さんおつかれさまでした。次回幹事の西嶌先生、会長
よろしくお願いします。
常磐重雄君
先日のゴルフコンペでなんと3位に入賞させて頂き
ましたので、スマイルします。
具島健太郎君
先週のゴルフコンペに参加しました。前回準優勝者
とは思えないヒドいスコアでしたが、参加賞をいた

松ボックリ（壽永純昭君）

だいたので次回の浮上を願ってスマイルします。

卓話「世界理解月間」
担当：国際奉仕委員長 吉岡

敏君

講師：RI第2780地区国際奉仕委員長 成田

清様

国際奉仕活動
渡辺年度、国際奉仕活動として難民支援に光を当てようと、昨年7月26日のセミナーでは難民支援協会の田
中さんをお招きし、現在の日本の難民支援の情況のお話を伺いましたが、当日お集まりの約130名の各クラブ
の会長・幹事さん達は一様に、日本の現況のひどさに驚かされた事だったでしょう。このセミナーを通して、
我が国がいかに難民の人達に門を閉ざし続けているか、お集まりの人達に理解していただいた事と存じます。
今年度国際ロータリー会長、Ｃ.Ｋ.ホァンさんは、
「光を灯そう恵まれない人達に」と世界のロータリアンに問
いかけました。
神奈川湘南ロータリーの森さんを中心に、難民支援協会の要請を受け、特に女性を対象とした職業斡旋の調
査を着々と進めております。
国際奉仕活動と言うと、外国へ出かけて行って活動すると従来考えられておりましたが、日本に居ても国際
奉仕活動ができると言う事で、皆様に御紹介しました。
2007年私がクラブ会長だった時、平塚の横内団地には数多くの外国籍の家族が住んで居りました。学校に
通っている子供達はどんどん日本語を憶えますが、両親は特におかあさん達はなかなか日本語、特に漢字は理
解できなく、当時団地の中に国連部と言う組織があり、活動していましたが、夕方7時頃日本の大学生達がボラ
ンティアで彼らに日本語を指導している事を聞き、何度もそこへ通った事を思い出します。彼等に何かを支援
しようと考え、日曜日に我がクラブ会員との合同ボーリング大会や、博物館見学等の企画を立て、早く日本の
社会に解け込む事を願い、交流会を持ちました。
彼等の中には有能な人も居り、自分で家を建て引越していく人も居ると聞いて、心がなごむ思いをした事を
想い出します。
2000年の春、平塚西ロータリーの３人で最初に訪れたネパールのヴィドゥールという町、電気もないので昼
間というのに部屋の中は暗く、窓はただ板がはめ込まれているだけ、約10人の村人達が集まり、我々にぜひ学
校を建てて欲しいという願いが、元米山奨学生プラタナン・ラデッシュ氏の通訳で伝えられましたが、顔を見
ているだけで何を言っているか察しがつきました。彼等の思いが顔や肌を通して我々に訴えかけてくる迫力
には、力強く訴える物がありました。お互い人間同志、言葉は通じなくとも心は通じ合うという事です。

日本人を見たのは初めてという人達でしたが、対日感情は非常に良く、学校建設の話もとんとん拍子で進ん
だ事を思い出します。
国際奉仕活動は、このようにいろいろな角度から進める事ができます。
「どのような奉仕活動を行おうと、一番豊かになるのはあなた自身の人生です。」

「第 91 回ゴルフコンペ」

開催日

2015年1月28日
（水）

コース

本厚木カンツリークラブ

出席報告

優勝
大川

浩様（東京羽田RC）

＜会員 38 名、出席対象 35 名＞

1 月 20 日例会
＜事後メイク＞

確定出席率 94.12％

2 月 3 日例会
出席 31 名 欠席 4 名 出席率 88.57％
＜欠席＞
井上 聡君、小山賢司君、丸田隆弘君、米山尚登君

