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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３５（１２）

３５（１２）

３５（１２）

１月３１日（火）

２月１４日（火）

２月２８日（火）

３月　７日（火）

３月１２日（日）

３月２１日（火）

３月２８日（火）

５５周年準備例会

５５周年記念例会「創立５５周年記念式典」

籾山・松川（健）・本田・森川・田辺

籾山・松川（健）・田辺・片山

５

４

84.38

87.50

２７

２８

２５８０

２５８１

２５８２

２５８３

１２：３０

１２：３０

１２：３０

１２：３０

宮東　悠　会長

本日 ￥２５,０００  累計 ￥５２５,６２３

◆平塚西ＲＣ成田清様／本日、社会・国際奉仕活動で来

ました成田です。よろしくお願いします。

◆宮東悠会長／２月１９日のＩＭは全会員参加でお願い致し

ます。１４：００～１８：３０、会場はオークラフロンティアホテル

です。

◆宮東悠会長／本日の卓話ＲＩ第２７８０地区、社会国際奉

仕委員長成田清様、よろしくお願いいたします。

◆伊藤健司幹事／成田委員長、本日の卓話よろしくお願い

いたします。奉仕プロジェクトを通して世界でどのような良い

ことをしているのかご教示下さい。

◆松川清会員／社会・国際奉仕委員長様、卓話ありがと

うございます。ご苦労様です。

◆古木通夫会員／誕生日のお祝いありがとうございます。も

う高い所には登りません！

◆佐々木和夫会員／本日は地区社会国際奉仕委員長　

成田様、卓話をよろしくお願いいたします。また、戸張さん、

チョコレートありがとう。３月１４日には逆に待ちきれないほどの

チョコレートをご期待下さい。妻遊子（ユウコ）の誕生祝いあり

がとうございます。

◆花岡正会員／皆様の気配り、ありがとうございました。手

術も無事終わり、男としても完全復帰しました。

◆花岡正会員／妻・淳子（アツコ）の誕生日のお祝いあり

がとう。妻も６５歳です。ビンに白いものが目立つようです。か

≪はじめに≫

　本年２７８０地区の事業の一つとして、１月２８日に、

社会・国際奉仕委員会『事例紹介セミナー』をア

イクロス湘南にて開催しました。開催にあたり、地区

内３年未満の方々へ参加の声掛けをさせていただ

きました。その意図は、入会の浅い方 に々ロータリーにおける奉仕活動の一端を見て、

色 と々感じていただきたいと考えたからです。

　私は常々、ロータリー活動の原点は、奉仕と親睦であると思います。奉仕活動と親睦

活動は表裏一体で、奉仕活動を行い、それが親睦活動に繋がり、その繰り返しがロー

タリー活動になります。本日は、貴重な例会の時間をいただいて、私たち平塚西ＲＣの

奉仕活動をご紹介させていただきます。

≪活動の経緯≫

期間：２０００～２００６年

学校建設の場所：ネパール国、ヌワコート郡ビドゥール（人口２万人）

＊なぜ、ネパールに学校建設を思いついたのか！

⇒１９９９年度にネパールから米山奨学生で来日していたプラタナン・ラディシュ君からネパールの教育における現状を聞い

たことがきっかけに！

・ネパールは識字率が低く、文盲が国民の３４％に上っている。

・国民の教育に対する意識も低く、女子児童は１２～１３歳になるとインドへ売られてしまう現状がある。教育を充実させること

により、子どもたちが売られずに『夢を描ける世界』を築きたい

＊現地で米山奨学生が橋渡しに！

⇒米山奨学生であるラディシュ君が現地のパタン・ウェストＲＣとの橋渡しになっていただき現地ＲＣの協力を取り付けるこ

とが出来ました。

＊学校建設とその後

２００３年に学校を建設しました。２００８年には５周年のお祝いをしました。現在は、現地の子どもたち２２０～２３０名が通う立派

な学校になりました。卒業生には、ネパール国内の大学に進学する子どもがいます。

　

奉仕と親睦の繰り返しがロータリー活動。どの

ような奉仕活動を行おうと一番豊かになるの

は皆さん自身の人生です。ご静聴ありがとう

ございました。

≪つづいてスライド上映につづく≫

わいがってやらなければ、バチが当たるよ！！

◆増正之会員／１）Ｈ２９年２月１４日の神奈川新聞に元大和

ロータリアンの記事が載っていました。大和市の青年会議所

の名称について、初代理事長、一本光勇氏と加藤恒夫氏の

記事を紹介いたします。２）成田清様、卓話よろしくお願い致

します。

◆冨岡弘文会員／在籍１３年のお祝いをありがとうございます。

◆冨岡弘文会員／皆様、確定申告はお早めに！

◆石高誠一会員／天候が色々変わったり、花粉も発生して

おりますが、体調に気を付けてください。

◆本田誠一会員／新春の集い、賀詞交歓会、新年会、１５カ

所に出席させていただきました。今日はバレンタイン。これか

らニキビが増えそうです。

◆戸張美穂会員／皆様今日はバレンタインデーです。私も

入会させていただき、早いもので１年が経ちます。今日までの

みなさ万位お世話になった感謝に愛を込めて！

◆戸張美穂会員／先日、山王ロータリークラブ移動例会に参

加させていただき、米山記念館に行き、しっかりお勉強し、米

山先生のお墓参りもしてまいりました。山王の方とも親睦が深

まり、思い切って参加して良かったです。皆さま５５周年記念も

来て下さると言ってくださいました。

◆小金澤和夫会員／皆様いつもスマイルをご協力いただ

き、ありがとうございます。

第25７７回　2017年２月１４日（火）
司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／「君が代」「我等の生業」

ゲ ス　ト／ＲＩ第２７８０地区
　　　　　　　　　社会・国際奉仕委員会

　　　　　　　　　委員長　成田　清様

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

・２月１９日（日）ＩＭ

・２月２１日（火）振替休会です。

・４月１６日(日）地区研修協議会：

立花学園（小田急新松田駅徒歩

7分）

・海老名ＲＣ創立３０周年記念式

典の出席について

・２月１３日現在　５５周年記念式典出席者６５名（会員除く)

【ポスティング】◆次第◆週報◆卓話者経歴書、資料◆IM

プログラム◆ガバナー月信◆抜萃のつづり◆５５周年記念

前夜祭・例会のご案内

【回覧】◆the　rotarian◆新クラブ誕生について◆第３８期　

経営後継者研修のご案内◆２０１６手続き要覧（後日会員分

届きます）

こんにちは。立春を過ぎ今月

は、梅見月、木の芽月、マーガレ

ットの花も少し見る季節になりま

したが、まだまだ寒い日これから

でございます。

２月１４日のバレンタインデー、

英国では女性から男性に向かっ

て恋を打ち明ける日とされ、日本では愛の証としてチョコレ

ートを贈ることになっております。

欧米ではこの日に恋人たちが互いに花束や菓子を送っ

ております。

ただし、日本ではチョコレートをもらった男性は３月１４日の

ホワイトデーに３倍返しをしてください。私の店にはそれらを

売っております。

さて２月は「平和と紛争予防／紛争解決月間」。昨年ま

では「世界理解月間」でした。

「世界理解月間」の方が分かりやすかったように思いまし

たが、「平和と紛争予防／紛争解決月間」では私たち大和

ロータリークラブでは手に負えません。世界中を見ましても決

して平和な国はあまりに少ないように思いますが、１０日に日米

伊藤　健司　幹事

卓話者成田清地区委員

ご夫人お誕生祝い三浦君ご夫人お誕生祝い花岡ＰＰご夫人お誕生祝い佐々木ＰＰ

在籍年数祝い　冨岡君

古木 PP
誕生日おめでと～

誕生祝い　古木 PP

お祝の報告　伊藤委員

委員会報告

◆５５周年記念式典委員会

／花岡正委員長

前夜祭記念例会の出席のお願い（特

に夫人）

◆姉妹・友好クラブ委員会

／長谷川衛委員長

台北七星ＲＣ３０周年訪問について

会員１１名・会員夫人４名の計１５名と

なっております。なお旅行社の方へは

申込み済みとなっております。

追加訪問者があれば、７０００円～８０００

円アップとなりますが、参加はＯＫで

あります。

「ネパールでの学校建設について」

首脳会談が行われました。

会談では、沖縄県・尖閣諸島に日米安保条約５条が適用さ

れることを正式に確認され、中国を念頭に、東、南シナ海での

航行の自由や国際法に基づく海洋秩序を維持する重要性で

も合意されました。

中国が今後どのように出るかは心配ですが、私自身は少し

ほっとしております。

最後に、２月１９日のＩＭには全会員参加でお願い致します。

ＲＩ2780 地区　社会・国際奉仕委員会
委員長　成田　清　様

卓話

◆地区会員増強委員会

／吉岡善一委員

３月４日（土）に２７８０地区の「女性会員

のつどい」が開催されます。ケーキと

コーヒーでのミーティングです。

参加される方は、本日中に事務局に連

絡ください。宮東会長と私（吉岡）が出

席します。

◆会長エレクト／武田茂会員

ＳＡＡの選出の件

◆公共イメージ・雑誌委員会

／伊藤健司委員長

ロータリーの友

良い声で歌う相原君 戸張ソングリーダー

出席報告／鈴木副委員長
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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３５（１２）

３５（１２）

３５（１２）

１月３１日（火）

２月１４日（火）

２月２８日（火）

３月　７日（火）

３月１２日（日）

３月２１日（火）

３月２８日（火）

５５周年準備例会

５５周年記念例会「創立５５周年記念式典」

籾山・松川（健）・本田・森川・田辺

籾山・松川（健）・田辺・片山

５

４

84.38

87.50

２７

２８

２５８０

２５８１

２５８２

２５８３

１２：３０

１２：３０

１２：３０

１２：３０

宮東　悠　会長

本日 ￥２５,０００  累計 ￥５２５,６２３

◆平塚西ＲＣ成田清様／本日、社会・国際奉仕活動で来

ました成田です。よろしくお願いします。

◆宮東悠会長／２月１９日のＩＭは全会員参加でお願い致し

ます。１４：００～１８：３０、会場はオークラフロンティアホテル

です。

◆宮東悠会長／本日の卓話ＲＩ第２７８０地区、社会国際奉

仕委員長成田清様、よろしくお願いいたします。

◆伊藤健司幹事／成田委員長、本日の卓話よろしくお願い

いたします。奉仕プロジェクトを通して世界でどのような良い

ことをしているのかご教示下さい。

◆松川清会員／社会・国際奉仕委員長様、卓話ありがと

うございます。ご苦労様です。

◆古木通夫会員／誕生日のお祝いありがとうございます。も

う高い所には登りません！

◆佐々木和夫会員／本日は地区社会国際奉仕委員長　

成田様、卓話をよろしくお願いいたします。また、戸張さん、

チョコレートありがとう。３月１４日には逆に待ちきれないほどの

チョコレートをご期待下さい。妻遊子（ユウコ）の誕生祝いあり

がとうございます。

◆花岡正会員／皆様の気配り、ありがとうございました。手

術も無事終わり、男としても完全復帰しました。

◆花岡正会員／妻・淳子（アツコ）の誕生日のお祝いあり

がとう。妻も６５歳です。ビンに白いものが目立つようです。か

≪はじめに≫

　本年２７８０地区の事業の一つとして、１月２８日に、

社会・国際奉仕委員会『事例紹介セミナー』をア

イクロス湘南にて開催しました。開催にあたり、地区

内３年未満の方々へ参加の声掛けをさせていただ

きました。その意図は、入会の浅い方 に々ロータリーにおける奉仕活動の一端を見て、

色 と々感じていただきたいと考えたからです。

　私は常々、ロータリー活動の原点は、奉仕と親睦であると思います。奉仕活動と親睦

活動は表裏一体で、奉仕活動を行い、それが親睦活動に繋がり、その繰り返しがロー

タリー活動になります。本日は、貴重な例会の時間をいただいて、私たち平塚西ＲＣの

奉仕活動をご紹介させていただきます。

≪活動の経緯≫

期間：２０００～２００６年

学校建設の場所：ネパール国、ヌワコート郡ビドゥール（人口２万人）

＊なぜ、ネパールに学校建設を思いついたのか！

⇒１９９９年度にネパールから米山奨学生で来日していたプラタナン・ラディシュ君からネパールの教育における現状を聞い

たことがきっかけに！

・ネパールは識字率が低く、文盲が国民の３４％に上っている。

・国民の教育に対する意識も低く、女子児童は１２～１３歳になるとインドへ売られてしまう現状がある。教育を充実させること

により、子どもたちが売られずに『夢を描ける世界』を築きたい

＊現地で米山奨学生が橋渡しに！

⇒米山奨学生であるラディシュ君が現地のパタン・ウェストＲＣとの橋渡しになっていただき現地ＲＣの協力を取り付けるこ

とが出来ました。

＊学校建設とその後

２００３年に学校を建設しました。２００８年には５周年のお祝いをしました。現在は、現地の子どもたち２２０～２３０名が通う立派

な学校になりました。卒業生には、ネパール国内の大学に進学する子どもがいます。

　

奉仕と親睦の繰り返しがロータリー活動。どの

ような奉仕活動を行おうと一番豊かになるの

は皆さん自身の人生です。ご静聴ありがとう

ございました。

≪つづいてスライド上映につづく≫

わいがってやらなければ、バチが当たるよ！！

◆増正之会員／１）Ｈ２９年２月１４日の神奈川新聞に元大和

ロータリアンの記事が載っていました。大和市の青年会議所

の名称について、初代理事長、一本光勇氏と加藤恒夫氏の

記事を紹介いたします。２）成田清様、卓話よろしくお願い致

します。

◆冨岡弘文会員／在籍１３年のお祝いをありがとうございます。

◆冨岡弘文会員／皆様、確定申告はお早めに！

◆石高誠一会員／天候が色々変わったり、花粉も発生して

おりますが、体調に気を付けてください。

◆本田誠一会員／新春の集い、賀詞交歓会、新年会、１５カ

所に出席させていただきました。今日はバレンタイン。これか

らニキビが増えそうです。

◆戸張美穂会員／皆様今日はバレンタインデーです。私も

入会させていただき、早いもので１年が経ちます。今日までの

みなさ万位お世話になった感謝に愛を込めて！

◆戸張美穂会員／先日、山王ロータリークラブ移動例会に参

加させていただき、米山記念館に行き、しっかりお勉強し、米

山先生のお墓参りもしてまいりました。山王の方とも親睦が深

まり、思い切って参加して良かったです。皆さま５５周年記念も

来て下さると言ってくださいました。

◆小金澤和夫会員／皆様いつもスマイルをご協力いただ

き、ありがとうございます。

第25７７回　2017年２月１４日（火）
司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／「君が代」「我等の生業」

ゲ ス　ト／ＲＩ第２７８０地区
　　　　　　　　　社会・国際奉仕委員会

　　　　　　　　　委員長　成田　清様

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

・２月１９日（日）ＩＭ

・２月２１日（火）振替休会です。

・４月１６日(日）地区研修協議会：

立花学園（小田急新松田駅徒歩

7分）

・海老名ＲＣ創立３０周年記念式

典の出席について

・２月１３日現在　５５周年記念式典出席者６５名（会員除く)

【ポスティング】◆次第◆週報◆卓話者経歴書、資料◆IM

プログラム◆ガバナー月信◆抜萃のつづり◆５５周年記念

前夜祭・例会のご案内

【回覧】◆the　rotarian◆新クラブ誕生について◆第３８期　

経営後継者研修のご案内◆２０１６手続き要覧（後日会員分

届きます）

こんにちは。立春を過ぎ今月

は、梅見月、木の芽月、マーガレ

ットの花も少し見る季節になりま

したが、まだまだ寒い日これから

でございます。

２月１４日のバレンタインデー、

英国では女性から男性に向かっ

て恋を打ち明ける日とされ、日本では愛の証としてチョコレ

ートを贈ることになっております。

欧米ではこの日に恋人たちが互いに花束や菓子を送っ

ております。

ただし、日本ではチョコレートをもらった男性は３月１４日の

ホワイトデーに３倍返しをしてください。私の店にはそれらを

売っております。

さて２月は「平和と紛争予防／紛争解決月間」。昨年ま

では「世界理解月間」でした。

「世界理解月間」の方が分かりやすかったように思いまし

たが、「平和と紛争予防／紛争解決月間」では私たち大和

ロータリークラブでは手に負えません。世界中を見ましても決

して平和な国はあまりに少ないように思いますが、１０日に日米

伊藤　健司　幹事

卓話者成田清地区委員

ご夫人お誕生祝い三浦君ご夫人お誕生祝い花岡ＰＰご夫人お誕生祝い佐々木ＰＰ

在籍年数祝い　冨岡君

古木 PP
誕生日おめでと～

誕生祝い　古木 PP

お祝の報告　伊藤委員

委員会報告

◆５５周年記念式典委員会

／花岡正委員長

前夜祭記念例会の出席のお願い（特

に夫人）

◆姉妹・友好クラブ委員会

／長谷川衛委員長

台北七星ＲＣ３０周年訪問について

会員１１名・会員夫人４名の計１５名と

なっております。なお旅行社の方へは

申込み済みとなっております。

追加訪問者があれば、７０００円～８０００

円アップとなりますが、参加はＯＫで

あります。

「ネパールでの学校建設について」

首脳会談が行われました。

会談では、沖縄県・尖閣諸島に日米安保条約５条が適用さ

れることを正式に確認され、中国を念頭に、東、南シナ海での

航行の自由や国際法に基づく海洋秩序を維持する重要性で

も合意されました。

中国が今後どのように出るかは心配ですが、私自身は少し

ほっとしております。

最後に、２月１９日のＩＭには全会員参加でお願い致します。

ＲＩ2780 地区　社会・国際奉仕委員会
委員長　成田　清　様

卓話

◆地区会員増強委員会

／吉岡善一委員

３月４日（土）に２７８０地区の「女性会員

のつどい」が開催されます。ケーキと

コーヒーでのミーティングです。

参加される方は、本日中に事務局に連

絡ください。宮東会長と私（吉岡）が出

席します。

◆会長エレクト／武田茂会員

ＳＡＡの選出の件

◆公共イメージ・雑誌委員会

／伊藤健司委員長

ロータリーの友

良い声で歌う相原君 戸張ソングリーダー

出席報告／鈴木副委員長


