第２７８９回例会 逗子ロータリークラブ

ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ
2019-20 年度 №28 2020 年 2 月 6 日
例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15

TEL：046-870-6440

例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30

第 3 木曜日 18:30

会長：大野宏一

健

幹事：横山

第 27８9 回
12:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

開会宣言

三宅 S.A.A

点鐘

大野会長

Website: http://www.zushi-rc.com/

2788 回 例会記録 2020 年 1 月 30 日
ビジター： 織田ゆり子様（東京米山 E クラブ）
、
小川博久様（アトリエブルックス）
出席報告：会員数 4６名(出席免除 3 名)

ゲスト・ビジターの紹介

出席者：26 名

会長の時間

メークアップ：地区委員会

ニコニコ BOX 発表
卓話・プログラム
田村宣子様（虎ノ門病院乳腺・内分泌外科
医長）
「この先も自分らしく生きていく為に
～もっと知ってほしい乳癌の事～」
閉会宣言

S.A.A

点鐘

大野会長

予

2 月 13 日(木)

2 月 20 日(木)
2 月 29 日(土)

前回修正後 63.04％

幹事報告

出席報告

2 月 6 日(木)

59.09％

来信・告示事項

委員会報告

13:30

TEL＆FAX：046-873-0226

ロータリーソング斉唱

幹事報告

13:00

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

定

12:30 卓話 田村宣子氏
（虎ノ門病院乳腺・内分泌外科医長）
「この先も自分らしく生きていく為に
～もっと知ってほしい乳癌の事～」
※京都紫野 RC 表敬訪問
12:30 卓話 会長 幹事
「国際ロータリー作成の公式推進用資
料について」
18:00

100％出席例会

於：哉吉

第２グループ IM 於：鎌倉パークホテル
（27 日（木）より例会変更）

3 月 5 日(木)

12:30 卓話

未定

3 月 12 日(木)

12:30 卓話

未定

財団ニコニコ： 矢部（光）、松井、横瀬
米山ニコニコ： 大下

各＄１０
1,000 円

開催案内：・2/15(土) 13:30～第 9 回インタ
ーアクト委員会 14:00～アクターズミーティ
ング於：第１相澤ビル 6 階
・3/14(土)15:00～ 国際奉仕を考える会
於：第１相澤ビル 8 階
・3/28(土)29(日)インターアクト一泊研修会
於：民宿ロッジ八戒荘（足柄上郡）
その他：逗子開成インターアクトクラブの学生さんから、
台湾研修のお土産を頂きました。（ドライフルーツ）
委員会報告 中根 I.M.実行委員…2 月 29 日は I.M.が開催
されます。募集している川柳ですが今月中に提出をお
願い致します。又、着座ですので出欠のご連絡をお願
い致します。

〈会長の独り言〉

大野

宏一会長

ロータリー平和センター担当部よりメー
ルが届きました。クラブ会長は、ロータリ
ー平和センタープログラムについて、会員
に情報を伝達する責務があるということ
で、今回は、2021 年度ロータリー平和フ
ェローシップの申請書が利用可能となりましたことを報
告いたします。平和は「人」から始まると考えるロータリ
ーは、平和フェローシップ（奨学金）を通じて、世界平和
の開発の担い手となる人材を育て、平和推進者の世界的ネ
ットワークを築いています。修士号取得と専門能力開発修
了証の２つのプログラムがあり、5/31 までが申請書受付
期間となります。申請資格として■英語に堪能■学士号保
有■国際理解と平和の専心■リーダーシップのスキル■
平和 or 開発の分野において３年以上のフルタイム職歴、
等ハードルは高いようで、基本ロータリー関連者は申請で
きません。ロータリー平和センターは①デューク／ノース
カロナイラ②国際基督教③ブラッドフォード④クイーン
ズランド⑤ウブサラ⑥チェラロンコーン各大学の６箇所
でしたが、先日⑦マケレレ（ウガンダ）にアフリカ初の平
和センターが設立されました。ご興味のある会員は、会長・
幹事までお知らせ下さい。

【2780 地区】2020/2/1
青少年交換学生オリエンテーション
職業とは：社会から必要とされてい
る業務である。職業人としての心
得…職業に誇りを持ち、コンプラ
イアンスを遵守した事業発展に努
力し、地域社会の信頼と支持を得
ると共に、税金を完納する。
良い仕事（職業）とは：常により善
いものを目指し他者を生かすものであり、善い人生と
一体である。
善い人生とは：自分が持っている能力（心・技・体）を絶
えず練磨し、そのうえで「他者を生かすためにできる限
りの貢献をする」奉仕をすることこそが、人間としての
生き方として最高のものである。すなわち、職業と奉仕
は一体である。
奉仕とは何？：
「他人に対し、社会に対して役にたつこと」
職業を通じて社会に奉仕する：職業を営むことが、すで
に地域社会に貢献していることであるが、他者のため
に人として正しい心と・高潔性をもって少しでも役に
立つことを行う
「ロータリアンの行動規範」
：今一度皆さんと確認しまし
ょう、自分に問いかけて下さい。
「四つのテスト」
：ハワイの RC の例会では、セレモニー
は無く、寄付のための話をする。必ず「四つのテスト」
は唱和するが、５番目に「みんなで楽しもう」を入れて
いる。
ロータリーの目的（ロータリーの存在理由）
：読んで勉強・
確認しましょう。
クラブ会員になる資格：
「３要件」
・成人であること・評判
が良いこと・奉仕の意欲があること…があれば入会で
きる。

ハンガリーからの留学生カタ
も、日本へ来て 5 か月が経ち
ます。スピーチは上達し、日

本語での質問にも答えてい
ました。皆様も応援宜しくお
願いします。 松田 記

【2780 地区】2020/2/2
財団奨学生 帰国報告会
クリスタルホテ
ルにて行われた帰
国報告会に出席し
て参りました。留
学先での様々な経
験を聞き、今後の
活躍が期待でき、
寄付して良かった
と思いました。
横山 記

地域で多様な職業の方に沢山入会して頂き
「ロータリーを みんなで 楽しみましょう」
（担当：清水惠）

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥４２,０００

今村様（鎌倉 RC）…本日は宜しくお願い致します。
大野君、藤吉君…今村副委員長、本日は宜しくお願い致
します。

累計 ￥１,３８１,６４２

矢部（房）君…地区今村副委員長、職業奉仕フォーラム楽
しく拝聴します。
松井君…今村さん、宜しく、久しぶり。

横山君…ゴルフシューズのスパイク入れ替えました。

村松君…寒暖の差がきついです。健康に気をつけましょう。

山本（三）さん…今村様宜しくお願い申し上げます。

三宅君…今日も宜しく！

福嶋君…久しぶりの夜間例会です。

桐田君…咳が止まらず病院に行ったところ、インフルで

鈴木（安）君…スズキヤがお弁当大賞 2 年連続最優秀賞

はなくコロナでもなくただの風邪でした。

（鮭と彩り野菜の茶々弁当）
、惣菜部門ブイヤベース

山本（由）君、匂坂君、岡本君、清水（惠）さん、徳永君、

でも新聞に載りました。ついでに家内宏子の誕生日

中根君…今村地区職業奉仕副委員長、今日は宜しくお願

も含め。

い致します。

山口君…今村副委員長よろしく。

横瀬君…もう 1 ヵ月か。フォーラムよろしく。

矢部（光）君…新型コロナウイルスによる肺炎患者が拡

古畑君…逗子海岸の日没とても綺麗です。

大。オリンピックの年早く鎮静化を！
臼井君…2 月 2 日、カタは松田（美）宅に移ります。

羽隅君…早く新型肺炎が終息します様に。

