No.40 2016 年 5 月 11 日
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例会日
第 1･2･4 木曜日 12:30
第 3 木曜日
18:30
第 5 木曜日
18:00
例会場：「カンティーナ」
逗子市新宿 1-3-15
TEL：046-870-6440
事務所：逗子市逗子 1-9-26
萬屋ビル 2Ｆ
TEL＆FAX：046-873-0226
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─ 2617 回 例会記録

本日の進行 (19：00)
葉山 RC/逗子 RC
合同例会(葉山マリーナ)
―次回のお知らせ―
5 月 19 日（18：30）
二神典子氏(ロータリーの友編集長)
「ロータリーの友について」

2016 年 4 月 28 日 ─

桐田吉彦会長の時間

一相澤ビル
５/10 会長幹事会 18:30

2015～2016 年度もあと少しとな
り ました。皆様のご指導に感謝致します。
５月・６月の事業としまして、まず親
睦旅行、があります。ご存知のように京都紫野クラブ 40
周年事業の参加を兼ねています。そして最終例会、会場

於：トラットリア・

アルチェントロ
橘

武 雑誌委員長

ロータリーの友 5 月号紹介

松田 55 周年委員

記念事業の池子現地調査 4/30

森澤親睦活動委員

京都親睦旅行交通手段の参考表

を逗子マリーナに設定して親睦活動委員会で準備を進め
て頂いております。
「楽しい逗子クラブ」作りに出席の声

5 月理事会報告（現・次合同）
＊親睦旅行：予算案

掛け等、御協力を御願い致します。
毎年繰り返しではありますが年度も終わりに近づきま

会員の登録料親睦活動費から出金

＊最終例会：6/23 逗子ﾏﾘｰﾅﾘﾋﾞｴﾗ 18:30 会費\7.500

すと地区より会員増強、米山財団・ロータリー財団への

＊鎌倉ﾋﾞｰﾁﾌｪｽﾀ：￥1.500×52 協力金

寄付要請が来ております。一応役目柄のお願いです。若

＊次年度：組織表。

輩の私ですが、思いますにポリオ撲滅運動もそうですが、
組織としてロータリークラブの拡大・知名度の追求と、

5/22 午前担当

クラブ協議会 5/27

18:00 逗子

「コミュニティースペースずしぎんざ」で
＊事務局：ノート PC・デジカメ購入

予算付け

組織が大きくなればロータリーでは当然の事であります
が、ロータリークラブがいかに発展拡大していくよりも、
ロータリークラブがいかに有るべきかの道を、問わなけ
ればならないのではないかと思います。では何かと問わ
れると「ロータリーの目的」、「四つのテスト」の中にあ
ると思います。
このあと、仲間になりました、林会員のイニシェーシ
ョンスピーチがあります。ご静聴よろしくお願い致しま
す。

報

5/8 海狼にて 80 歳を祝う会が
開催された。 ケーキは海狼・三

告

津子さんからのプレゼント

服部城太郎幹事 ：
◎到着物・・・ロータリーの友 5 月号、米山学友会「交
流」2016 年 17 号、鎌倉 RC 会報、薬物ｸﾘｰﾝ神奈川
お知らせ：2016-2017 地区補助金支給決定（48 万）
開催案内：5/20『財務管理・書類保管』説明会

於：第

【スピーカー】：林 智海 会員
【ゲスト】
：渡辺貞雄君（かながわ 2780 ﾛｰﾀﾘｰ E クラブ）
【出席報告】
：会員数 52 名(出席免除 6 名)
出席者 32 名 出席率 64.00％

「 イニシェーションスピーチ」

林

智海 会員

家族は、私・林智海（リン ツーハ

ン『タイクーン』で働き始めました。当時は、日本語が分から

イ）、妻、大学生の長男、中学３年生

ずとても辛かったが、言葉を覚えるのが好きだったため、独学

の次男の４人家族です。

で日本語を覚えました。ただ、いまだに日本語の敬語はとても

昭和 42 年、中国の湖北省にある小

難しく、言葉の言い間違いで恥ずかしい思いもしました。

さな島に生れました。故郷は島なので、

タイクーンで働きながら、いつか自分もレストランを経営し

潮の満ち引きの時間によって、出掛け

たいなという夢があり、2003 年に現在の場所に中国料理『チ

るタイミングが制限されていました。

ャイハナ』をオープンしました。店名のチャイハナとは、チャ

引き潮の場合には細い水路を歩き、対

イニーズの花という意味で

岸まで約 15 分かかります。満ち潮の場合には、人力船で渡り

す。当初は、お洒落な感じ

そこから更に１時間半ほど歩き、ようやくバス停にたどり着き

で、お店の看板は

ます。

『chaihana』としていた

当然、電気、ガス、水道はなく、石炭もないので、草を天日

が中国料理だと分かりづら

干しにして火を起こしていました。島の大きな収入源は養豚、

いという理由から、現在の

それ以外に鶏やアヒルも飼っていました。そして水は、家から

看板になりました。

徒歩５分ほどの所にあった井戸から生活用水を汲んでいました。

2007 年にタイ料理『Aroi』をリニューアルオープンしまし

飲み水は１度沸かしてから飲みます。生水が飲める日本は本当

た。店名の Aroi は、タイ語で美味しいという意味があります。

に凄いと思います。今では、防波堤もでき３階～５階建のビル

チャイハナと Aroi の間にあった空き地に、ビアガーデンをオー

も建ち並び、自家用車も走り、島の生活レベルは良くなりまし

プンしました。

た。

最後に、皆さまからは親しみをもって『リンちゃん』と呼ん

2001 年に友人の紹介により、横浜にあるアジアンレストラ

ニコニコＢＯＸ本日合計

で頂けたら嬉しいです。

￥４３．０００

林君…とうとうスピーチの日が・・。超緊張です。宜しくお願

担当:長野賢太郎

累計 ￥１．８３３．５００

矢部(光)君…林智海会員、これからはロータリーライフを楽し

いします。

んで下さい。

桐田君…残り少ない時期に達しましたが、親睦旅行、最終例会

草柳君…卓話がんばって下さい。

と楽しい会にしたいと思います。御協力お願いします。

桐ケ谷君、臼井君、匂坂君…卓話期待します。

鈴木(安)君…いよいよ桐田年度も終わりに近づき充実した 1 年

橘（武）君、三宅君、宝子山君、山口君、中根君、田耕さん…

になりそうですね！

林さん、イニシｴーションスピーチ楽しみにしています。

村田君…長～い休み、どないしよか？

横山君…林さん、スピーチ楽しみです。日本語うまいですね。

菊池君…逗子海岸映画祭始まりました。

服部君、渡辺（貞）君、山科君、矢部（房）君、市川君、船津

村松君…雨々雨々、明日からは大丈夫、連休は晴れを祈る。

君、山本（由）君、北島君、森澤君、大野君、松田君、徳永君

長野君…明日からゴールデンウィークですね。

…林さん、スピーチ宜しく。

小西君…あっと言う間の 1 カ月でした。これからもお願いします。
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予
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11

水

19：00～20：00

葉山マリーナ

逗子・葉山 RC 合同例会

19

木

18：30～19：30

カンティーナ

卓話「ロータリーの友について（仮）」 ロータリーの友 二神典子編集長

26

木

12：30～13：30

カンティーナ

卓話「世界一周海の旅（仮）
」

4

土

15：30

京都ブライトンホテル

親睦旅行

9

木

12：30～13：30

カンティーナ

役員・クラブ管理運営

16

木

18：30～19：30

カンティーナ

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・広報・会員増強・R 財団関係

23

木

18：30～21：00

逗子マリーナ

最終例会（同伴) ・

30

木

休

会

姉妹クラブ

鈴木安之会員

京都紫野 RC40 周年記念例会出席
下半期報告

懇親会

下半期報告

