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─ 2566 回 例会記録

藤 吉 会 長 の 時 間

2015 年 3 月 19 日 ─
地区公共イメージ委員会から報告

本日は冷たい雨の中、お集まり頂き誠に

2780 地区では、1 分間でロータリーを語

ありがとうございます。ゲストには空手の

るスピーチをかねてより募集していました

花元浄一様をお迎えしております。臼井会

が、150 点の応募があり 27 作品に絞って、

長年度に一度お出で頂きお子様が演武され
たのを覚えていらっしゃるかと思います。
後程武士道の話をよろしくお願い致します。

ガバナー、パストガバナー、他により優秀
作品が決定されました。当クラブ矢部光治
会員応募の作品が入賞、素晴らしい内容で
した。誠におめでとうございます。

松井副委員長

３/17、第 10 回の会長幹事会が行われました。1 つは、か
ねてより募集していましたロータリー１分間スピーチの審査

地区財団奨学金委員会から報告

結果の報告がありました。矢部光治会員の応募作品が入賞した

ロータリー財団には 3 つの奨学金があります

という、嬉しい報告ですので、公共イメージ委員会松井副委員

１.ロータリー平和フェローシップ

長より詳しく話して頂きます。

２.ロータリー奨学金（34.000 米ドル・大学卒/職務歴/活動

また、新会員入会につきまして、各クラブ目標を立てて頑張
っていますが、第 2 グループは達成率 70％で地区では 2 位に
つけているとの事。逗子クラブはあと 2 名で 100％を達成し
ますので皆様のご協力をよろしくお願いします。
５/16～17

歴が必要、6 つの重点分野に焦点を絞った大学院レベルに
おける職業人の為の奨学金）
3.第 2780 地区ロータリー奨学金（27.000
米ドル/大学卒または留学中に大学卒業見
込みの方）

ポリオ撲滅キャンペーンのビーチフェスタ

2014 年末に募集し、2 の奨学金には 2 名、

（第２グループ）を今年も鎌倉の海岸で行います。今年は、現・

3 の奨学金には 3 名がオリエンテーション

次会長幹事を含めた実行委員会をつくり実施することになり

を受けている。留学は 2015 年、期間は

ました。5/15～16 には、第 7 回新会員の集いが箱根小涌園

1 年～2 年。

臼井副委員長

で開催の予定ですが、いずれにもご協力をお願いします。

“お花見” のお誘い

（有志）

今年も恒例のお花見を企画しました。
大野幹事 報告

春の宵を賑やかに楽しく過ごしませんか！！

・ハイライトよねやま 180 号…米山記念奨学会ウェブ参照

日時：４月５日（日）午後５時より

・本日親睦活動委員会開催。旅行・最終例会検討中。

場所：一葉（葉山消防署

となり）会費：6.000 円

世話人：桐田

【ゲスト】花元浄一氏（国際総合空手道連盟
2780
地区ではロータリーを１分間で
【出席報告】会員数 49 名(出席免除 6 名)

山本(由)

福嶋

会長） 和田博幸氏（同連盟 神奈川支部長）
出席数 23 名
出席率 52.27% 前回修正出席率 73.91％

花本氏

国際総合空手道連盟会長花元浄一

★共働きの多い現代の日本家庭にお

氏、同連盟神奈川支部長和田博幸氏

いて親代わりに愛をもって育み人の

をお迎えし「日本と湘南における

痛みがわかる人間を育てていく次世

空手道の教える意義」
「現代にお

代育成に対する空手道の果たす役割

ける空手道」についてご講演を頂い

は大きい。湘南地域から 2020 年東京

た。花元氏のご講演は 2010 年 2 月に

オリンピック選手を選出すべく日々

続き 2 度目である。

鍛錬しているが、実現すれば東日本

和田氏

★空手は長い歴史の中で心身を鍛え人に対する礼節を重

の復興に力強いエールを送ることになると信じている。

んじ克己心を養う伝統ある武道でありスポーツである。

★続いて和田氏にご講演頂いた。新渡戸稲造の「武士道」

組手はもとより、突き、蹴りなど身体操作に意識を集中

は 1900 年英語で刊行されたルーズベルトはじめ多くの方

し突発的なものにも対応できる。護身術としても優れ耐

が感銘し現在は 30 ヶ国語以上に翻訳されている。
「温故

え忍び、しかし一度動けば自分より大きな相手も一瞬に

知新」
「心・技・体」を重んじる武士道であるが「義・勇・

して制する力と集中力を備えており、警察や軍でも重用

仁・礼・誠・名誉・忠義」七つの徳目があり、中でも本

されている。正義なき力は暴力に過ぎぬが力なき正義は

日は、卑怯なことや不正を憎む「義」、目上の者に服従す

無力でしかない。攻撃と防御の姿勢を同時に有し、技・

る「忠義」
、他人の気持ちを思いやる「礼」
、弱者を思い

力に加え間合いが大切である。身体のみならず「心・技・

やる「仁」等につき具体例を交えてお話頂いた。

体」の一致を目指している。

★「武士道」は日本人の道徳倫理そのものであり国際総

★空手が担う人材育成、次世代育成における意義は極め

合空手道連盟は「武士道」の教えに沿い次世代育成に務

て大きく、勝負のみにこだわらず人格を磨き、美と安全

めている。

担当：寺嶋正彦

を兼ね備えた伝統美あふれる武道でありスポーツである。

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥３２．０００

藤吉君、大野君、山口君、菊池君、松田君、服部君、長野君…
花元様、卓話よろしくお願いします。

累計 ￥１.４５９．０００

山本(由)君…家内の６５回目の誕生日です。
横山君…今日は休みボケです。

三宅君…花元様、ようこそ。

村松君…春一番空振り、北風吹く。卓話楽しみ。

矢部(光)君…花元浄一様、空手道の話、楽しみです。

草柳君…冬から春へ陽気は良くなりました。身体気を付けまし

寺嶋君…花元様、スピーチ楽しみにしています。
松井君…公共ｲﾒｰｼﾞｾﾐﾅｰにて一分間スピーチの審査が行われ、矢
部光治さんの作品が入賞、おめでとうございます。
桐田君、岡本君…公共セミナーで矢部光治さんのロータリー１
分間スピーチを聞きました。

ょう。卓話よろしくお願いします。
桐ケ谷君…暑さ寒さも彼岸まで。
臼井君…桜の開花が待ち遠しいですね。
鈴木(安)君…暖かくなってゴルフも最高。ロータリーゴルフ優
勝できました。

森澤君…会員になって一年が経ちました。今後ともよろしくお

安藤君…明日より硫黄島行きです。

願い致します。

3月

誕生日・結婚記念日を迎えて

ひとこと

桐ケ谷利美会員：93 歳。70 歳位の時、2000 年まで生きられるかと思ったが、もう 2015 年。年はいつの
間にかとってしまう。大事なことは規則正しい生活をする事。特別な注意はしない。自然体で。
山本由夫会員（奥様康子様誕生日）
：家内は寅年 65 才。怖いのでますますお酒の方に…。
矢部光治会員：結婚 51 年目です。 鈴木安之会員：古女房は噛みしめるほど味が出てきて良いものだ。
臼井浩会員：
（奥様は）なければ困る空気のような存在。旦那は悪者になっていると家族は平和…信念。
岡本久会員：結婚入籍は 3 月、多忙で披露宴は 9 月でした。 草柳博会員：3 月 3 日結婚記念日を失念。

