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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
１２月 １０日（日）

１２月 １２日（火）

１２月 １７日（日）

１２月 １９日（火）

交通事故撲滅大作戦

卓話「米山奨学生　グエン　タン　タム君」

家族会「クリスマス会」

振替休会

２６１４

２６１３

２６１５

赤澤・田辺・片山・石井

田辺

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）

１１月    ７日（火）

１１月  ２８日（火）

１２月   ５日（火）

4

1

86.67

96.97

26

32

大和産業フェアの後３週間ぶりの

ご無沙汰でした。

皆様お元気でしたでしょうか？

先々週会長幹事会が厚木のレン

ブラントホテルで開催されました。

お食事時中申し訳ありませんがタ

イムリーなお話を３点させていただ

きます。

１）座間の９人殺人事件

常人では考えられない事件ですが、座間ＲＣの矢部幹

事の事件のお話ですと矢部幹事の事業所が事件現場の

小田急線の線路の向かい側で、事件発覚以後すぐに警察

が訪ねてきてビデオを見せてくれと来たそうです。

白石容疑者がアパートを借りる際２２歳の女性に５０ 

万を出させたということですが、「最初の犠牲者になった

方」ですが白石容疑者と二人で歩いているところが画像

宮崎彩さんは、２０１２－１３年度ロータリー国際親善奨学生（現在は廃止）に選出さ

れ、イギリス・ヨーク大学で考古学と文化財保護（修復術）の研究をされました。

　『国際親善奨学金とは…ロータリー財団の国際規善奨学金プログラムは、世界でも最大の私設による国際奨

学金プログラムです。その目的は、異った国の人々の間に国際理解と友好関係を増進することにあり、受け入れ国

において優れた親善使節としての役割を果たすことが期待されています。明日のリーダーの教育に対する投資ば

かりでなく、国家間の繋がりを強化し、世界理解と親善の増進を目指すに当たっての重要なプログラムです。』

～なぜ！考古学（文化財保護）に興味を持ったのか？～

　７歳の時に、父親の仕事関係でメキシコに居住したことがきっかけ。メキシコは、マヤ文明やオルメカ文明など

多くの古代文明（遺跡）を有し、ある意味、「考古学の宝庫」で幼少期を過ごしたことが自分の将来に大きな影響

を与えた。

～国際親善奨学生までの道のり～

　大学、大学院において専門研究を深めたのち、一般企業を経て（コンサルティング会社）２０１２－１３年度に国

際親善奨学生としてイギリス・ヨーク大学へ。ヨーク大学では、具体的な文化財の修復術を学ぶ傍ら、効果的かつ

持続可能な文化財保護の仕組みづくり（制度）に興味を持ち現在に至る。ヨーク大学での体験がその後の人生

に多大な影響を与えることに！

～これからの文化財保護についての考察～

＊開発と保護という相反する世界を”どのようにすれば共存が可能か？”といった視点。

＊（英国）先進的な文化財保全は、専門家だけでなくコミュニティを巻き込んだ制度という視点。

＊国際的な価値基準や文化財保全のコンサルティングなど先鋭的な考え方も重要。

⇒様々な技能を持つ専門家が多角的（コンテンツや優遇制度）に共鳴し合う仕組み作りが大切

～日本における文化財保護と西洋との違い～

　日本は古くから、重要無形文化財（人間国宝）といった考え方や

徒弟制度などがあり、「その道のプロ」を育成するといった考え方

が強い。それに対し西洋では、（大学などでも）あらゆる道、分野の

跨った専門家（オールマイティ）の養成が優先される。

～さいごに～

　幼少時の体験が、自身の”将来の夢”を醸成した

のは言うまでもありませんが、大学や大学院で研究

したことを”具体的なかたち”として行動に移すこと

が出来たのは、間違いなく、ロータリークラブの皆さ

んが、私を支援していただいたこと…それはヨーク

大学への留学でした。本当にありがとうございまし

た。また引き続きのロータリー財団へのご支援を宜

しくお願いします。

　　ご静聴ありがとうございました。

本日 ￥２０,０００  累計 ￥３０３,５００

◆福山 茂様（相模原グリーンＲＣ）／本日はロータリー財

団の卓話にお時間おただき、ありがとうございます。皆様

のご寄付により多くの優秀な人材がより高度の研究の機

会を得ております。心より御礼申し上げます。

◆橋本 日吉様（大和中ＲＣ）◆入江 公敏様（大和中ＲＣ）

／皆様こんにちは！本日は来月１０日に開催されます「大

和市交通事故撲滅大作戦」のＰＲと協力のお願いに参り

ました。多くの参加をよろしくお願い致します。

◆河西 正彦様（大和田園ＲＣ）／お世話になります。本日

は宜しくお願い申し上げます。なお、本日は１３時頃に退

席させていただきます。

◆松川 清会員／お誕生の御祝い有難う御座います。８７

歳の感覚に馴染めませんが、疲れたら休みながら社会奉

仕に迷惑を掛けず残り少ない人生を大切に頑張ります。

◆古木 通夫会員／久しぶりのロータリー！

右も左も分からない、新人時代のういういしい気持ちで楽

しみたいです。

◆中戸川 公明会員／誕生祝いをありがとうございます。

◆石高 誠一会員／本日は、ロータリー財団から２名の方

がおこしくださいました。卓話、宜しくお願い致します。

◆増 正之会員／１２月１０日に実施する交通事故撲滅大

作戦の説明をしてもらいます。入江様、橋本様、よろしくお

願い致します。

◆松川 健治会員／本日ゲストビジターの福山様、宮崎

様、河西様、橋本様、入江様ようこそおいで下さいました。

ありがとうございます。

◆相原 聰会員／在籍一年及び皆出席のお祝いありがとう

ございます。明日11月29日は結婚25周年の記念日です。来

月のクリスマス会では銀婚式記念の愛の二重唱をご披露

させていただきます。よろしくお願い致します。

◆鈴木 喜一会員／妻の誕生日祝いありがとうございま

す。日頃の感謝の気持ち込めて、何か

すきなものを食べに行きたいと思い

ます。

◆伊藤 健司会員／留学している息子

が10ヶ月振りに帰国しました。少しの

間ですが、家族水入らずの時を楽し

みたいと思います。

卓話

武田　茂　会長

第26１１回　2017年11月28日（火）
司　　会／ 三浦　高義　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／ 戸張　美穂　会員

斉　　唱／ 「それでこそロータリー」

ゲ ス　ト／ ＲＩ第２７８０地区　平和フェロー・奨学金・

 ＶＴＴ委員会　副委員長

 福山　茂 様（相模原グリーンＲＣ）

 財団学友　宮﨑　彩 様

ビジター／ 大和田園ＲＣ 河西　正彦 様

 大和中ＲＣ 入江　公敏 様

 大和中ＲＣ 橋本　日吉 様

会長の時間

幹事報告

委員会報告

交通事故撲滅大作戦　ＲＣ連絡事項

戸張ソングリーダー

点鐘／武田会長

出席報告
小金澤委員長　

親睦委員会報告
戸張委員長　

ゴルフ委員会報告
赤澤会長　

お祝の報告
伊藤親睦副委員長　

スマイルボックス報告
相原委員

お誕生祝い／松川委員 お誕生祝い／中戸川会員

ご夫人お誕生祝い
鈴木会員

ご夫人お誕生祝い
中戸川会員

ご夫人お誕生祝い
森川会員

皆出席祝い
相原会員

在籍年数祝い／馬郡会員 在籍年数祝い／片山会員 入院お見舞／古木会員

交通事故撲滅大作戦説明
大和中ＲＣ橋本様・入江様

卓話／ロータリー財団学友 宮崎彩様

に写りこんでいました。

最初は誰だかわからなかったようですが、この画像証

拠で事件解決につながったようです。２週間に渡りヘリコ

プターが毎日頭の上を飛び落ち着かない日が続いたよう

です。自分の事業所が毎日空から映されていたようです。

２）今話題の日馬富士暴行事件

会長幹事会のあったレンブラントホテルの会議・食事を

した部屋に日馬富士の富士山を描いた趣味の油絵が掛

かっていました。多分２０号（７０×６０）ぐらいと思います
が、ファンの方は見に行かれたらどうでしょうか。

このホテルと日馬富士はとても縁があるようでした。

３）レオナルドダビンチの話

最近話題になっているモナリザを描いたダビンチのサ

ルバドールムンディーという絵１０年前この絵は一万円で

した。真贋がはっきりした途端５０８億円描いた絵は生涯

で１６枚でその中の一枚です。

現在高額な絵の２位は３３６億円デ・クーニングの『イン

ターチェンジ』という題名

以上です。ありがとうございました。

司会／三浦委員

◆８月ロータリーレート112円

◆１２月１０日（日）交通事故撲滅大作

例会扱いにいたします。

【ポスティング】

・次第　・週報　・交通事故撲滅大作戦

について

・ガバナー月信

【回覧】

・第6回日台ロータリー親善会議 

・かものはしプロジェクト　卓話のお願い

・交通事故撲滅大作戦出欠確認

・ロータリー財団が変えた人生 

　今年度、交通事故

撲滅大作戦にご共催

いただきましてありが

とうございます。

　既にチラシに記載の

大和市、大和商工会議

所、大和社会福祉協議

会、大和法人会の後援の承認はいただいています。

　協力団体につきましても、神奈川県警はじめ、記載の多く

の団体からの協力をいただいております。

　今年度は、新たにシルフィード・中央林間一輪車クラブに

もご協力いただき、デモンストレーションをいただく予定で

す。また、神奈川ディーラー交対協の協力で、自動ブレーキ

車による自動ブレーキ体感なども行いますので、ご参加い

ただきたいと思います。

　大和市交通事故撲滅大作戦は、しっかりと交通安全教

室を行っています。神奈川県警察の話では、規模としても県

内では一番大きく全国でも最大級のものとお聞きしており

ます。大和ロータリークラブの共催により、更に効果の高い

交通安全教室になると思いますので、よろしくお願い申し上

げます。

卓話者紹介／地区Ｒ財団副委員長 福山茂様

森川　良三幹事　

文化財保護の世界
英国、日本、そしてメキシコ

財団学友
宮　崎　　彩　様
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◆石高 誠一会員／本日は、ロータリー財団から２名の方

がおこしくださいました。卓話、宜しくお願い致します。

◆増 正之会員／１２月１０日に実施する交通事故撲滅大

作戦の説明をしてもらいます。入江様、橋本様、よろしくお

願い致します。

◆松川 健治会員／本日ゲストビジターの福山様、宮崎

様、河西様、橋本様、入江様ようこそおいで下さいました。

ありがとうございます。

◆相原 聰会員／在籍一年及び皆出席のお祝いありがとう

ございます。明日11月29日は結婚25周年の記念日です。来

月のクリスマス会では銀婚式記念の愛の二重唱をご披露

させていただきます。よろしくお願い致します。

◆鈴木 喜一会員／妻の誕生日祝いありがとうございま

す。日頃の感謝の気持ち込めて、何か

すきなものを食べに行きたいと思い

ます。

◆伊藤 健司会員／留学している息子

が10ヶ月振りに帰国しました。少しの

間ですが、家族水入らずの時を楽し

みたいと思います。

卓話

武田　茂　会長

第26１１回　2017年11月28日（火）
司　　会／ 三浦　高義　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／ 戸張　美穂　会員

斉　　唱／ 「それでこそロータリー」

ゲ ス　ト／ ＲＩ第２７８０地区　平和フェロー・奨学金・

 ＶＴＴ委員会　副委員長

 福山　茂 様（相模原グリーンＲＣ）

 財団学友　宮﨑　彩 様

ビジター／ 大和田園ＲＣ 河西　正彦 様

 大和中ＲＣ 入江　公敏 様

 大和中ＲＣ 橋本　日吉 様

会長の時間

幹事報告

委員会報告

交通事故撲滅大作戦　ＲＣ連絡事項

戸張ソングリーダー

点鐘／武田会長

出席報告
小金澤委員長　

親睦委員会報告
戸張委員長　

ゴルフ委員会報告
赤澤会長　

お祝の報告
伊藤親睦副委員長　

スマイルボックス報告
相原委員

お誕生祝い／松川委員 お誕生祝い／中戸川会員

ご夫人お誕生祝い
鈴木会員

ご夫人お誕生祝い
中戸川会員

ご夫人お誕生祝い
森川会員

皆出席祝い
相原会員

在籍年数祝い／馬郡会員 在籍年数祝い／片山会員 入院お見舞／古木会員

交通事故撲滅大作戦説明
大和中ＲＣ橋本様・入江様

卓話／ロータリー財団学友 宮崎彩様

に写りこんでいました。

最初は誰だかわからなかったようですが、この画像証

拠で事件解決につながったようです。２週間に渡りヘリコ

プターが毎日頭の上を飛び落ち着かない日が続いたよう

です。自分の事業所が毎日空から映されていたようです。

２）今話題の日馬富士暴行事件

会長幹事会のあったレンブラントホテルの会議・食事を

した部屋に日馬富士の富士山を描いた趣味の油絵が掛

かっていました。多分２０号（７０×６０）ぐらいと思います
が、ファンの方は見に行かれたらどうでしょうか。

このホテルと日馬富士はとても縁があるようでした。

３）レオナルドダビンチの話

最近話題になっているモナリザを描いたダビンチのサ

ルバドールムンディーという絵１０年前この絵は一万円で

した。真贋がはっきりした途端５０８億円描いた絵は生涯

で１６枚でその中の一枚です。

現在高額な絵の２位は３３６億円デ・クーニングの『イン

ターチェンジ』という題名

以上です。ありがとうございました。

司会／三浦委員

◆８月ロータリーレート112円

◆１２月１０日（日）交通事故撲滅大作

例会扱いにいたします。

【ポスティング】

・次第　・週報　・交通事故撲滅大作戦

について

・ガバナー月信

【回覧】

・第6回日台ロータリー親善会議 

・かものはしプロジェクト　卓話のお願い

・交通事故撲滅大作戦出欠確認

・ロータリー財団が変えた人生 

　今年度、交通事故

撲滅大作戦にご共催

いただきましてありが

とうございます。

　既にチラシに記載の

大和市、大和商工会議

所、大和社会福祉協議

会、大和法人会の後援の承認はいただいています。

　協力団体につきましても、神奈川県警はじめ、記載の多く

の団体からの協力をいただいております。

　今年度は、新たにシルフィード・中央林間一輪車クラブに

もご協力いただき、デモンストレーションをいただく予定で

す。また、神奈川ディーラー交対協の協力で、自動ブレーキ

車による自動ブレーキ体感なども行いますので、ご参加い

ただきたいと思います。

　大和市交通事故撲滅大作戦は、しっかりと交通安全教

室を行っています。神奈川県警察の話では、規模としても県

内では一番大きく全国でも最大級のものとお聞きしており

ます。大和ロータリークラブの共催により、更に効果の高い

交通安全教室になると思いますので、よろしくお願い申し上

げます。

卓話者紹介／地区Ｒ財団副委員長 福山茂様

森川　良三幹事　

文化財保護の世界
英国、日本、そしてメキシコ

財団学友
宮　崎　　彩　様


