
E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp   Website: http://www.zushi-rc.com/ 

石田会長の時間 

本日の進行 (12：30) 

村松 邦彦会員 

「逗子の教育について」 

―次回のお知らせ― 

2 月 20 日 (18：30) 

植田麻記子氏(国際親善奨学生) 

「留学帰国報告」 
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もう 2 月、如月になりました。今週は寒波

が関東地方を襲いこの 2~3 日大変寒い日が続いています。

寒いのも3月中旬までですからあと1か月半風邪などをひか

ないようにお気を付け下さい。 

今日は、ロータリー関連のお知らせが二つあります。 

一つは、昨年末に当クラブが申請させて頂いた地区補助金

についてです。ROTEX の OB/OG が中心となり組織されて

いるボランティアグループとして 3.11 東日本大震災直後か

ら毎月南相馬市へ出向き被災者支援活動をしている「ぼちぼ

ちいこカー」との共同奉仕事業が地区ロータリー財団より承

認され当初、申請金額 4400 ドルを頂ける事になっていまし

たが、2 月 2 日の R 財団補助金セミナーにおいて事業内容ご

とにインセンティブが加算されることになり、幸運にも当ク

ラブの事業内容が 3 位に認められ 1000 ドル加算して頂ける

事になり、地区補助金は合計 5400 ドルになりました。ぼち

ぼちいこカーと検討し、現地のニーズを再確認してより有意

義に使いたいと考えています。 

もう一つは、今年度の親睦旅行の旅行案が決まり、理事会

で承認されましたので、ご報告いたします。 親睦旅行の日

程は、5 月 13 日(火)・14 日(水)の 1 泊 2 日で山梨・長野県

への会員親睦旅行になりました。 宿泊先は、小海リゾート

シティー・リエックスホテルです。13 日は、新逗子駅に集

合、山梨県サントリー登美の丘ワイナリーで見学及び昼食

BBQ、その後シャトレーゼ ケーキ工場職場訪問を予定、17

時ホテルチェックイン、18 時 30 分より移動例会、19 時懇

親会 蓼科牛のしゃぶしゃぶを楽しんで頂きます。 14 日は、

観光組、ゴルフ組に分かれて行動し 16 時に合流して帰路に

つく予定です。 観光組は、諏訪大社参拝、諏訪高島城見学、

諏訪湖湖畔温泉旅館にて昼食・休憩を予定。 ゴルフ組は、

ホテル付属のリエックスカントリークラブにてプレーの予

定になっています。 この親睦旅行案を京都紫野 RC へ提案

し、合同旅行のお誘いをしたいと考えています。 全行程観

光バスでの旅になりますので多くに会員のご参加をお待ち

しています。 

報 告 

・R の友・ガバナー月信・抜萃のつづり 

・週報：横須賀北・横須賀・横須賀西 

・3/12 会長エレクト研修セミナー 

・松井ガバナー補佐主催 ３/１ 

第 2 グループ I.M.に多数の出席を。 

13:30～鎌倉パークホテルにて。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会予定 

2/13 村松邦彦会員「逗子の教育」 12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

２/20 植田麻記子氏「留学帰国報告」 18:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

２/27 金井信高氏「神奈川県の防災」 12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

３/6 筒井信也氏「首都圏開発の動向」 12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

3/13 未定 12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

３/20 谷川陽子氏 ㈱サンライズ 18:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

─ 25１4 回 例会記録     2014 年 2 月 6 日 ─ 

「Ｌｅｔ‘ｓ ｒｅａｌｉｚｅ Ｒｏｔａｒｙ !！｣ 

会 長◆石田 隆 

会長ｴﾚｸﾄ◆藤吉一哉 

副会長◆村松邦彦 

   ◆橘 克巳 

幹 事◆岡本 久 

ＳＡＡ◆福嶋謙之輔 

会 計◆市川 浩 

直前会長◆岩瀬浩人 

会報委員長◇宝子山泰久 

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 1-3-35 

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 

２月 理事会報告 

◆1/16 新年会：事業報告・決算報告  

◆入会希望者森澤義一氏（生命保険）入会承認 

◆会員親睦旅行：5 月 13 日(火)～14 日(水)長野・山

梨方面、宿泊 小海ﾘｿﾞｰﾄｼﾃｨｰ・ﾘｴｯｸｯｽ 特別会

費 1 万円/1 人 職場訪問を兼ねる。2 日目はゴル

フ組・観光組を設定、京都紫野 RC に声掛け 

◆拘束型心筋症と診断されたひなた君（鹿児島県霧

島市在住）がアメリカで心臓移植を受けられる事

を目標とした募金活動(逗子・草柳博子さん)には、

会員個々の立場で任意協力する。 

出席理事:石田 市川 三宅 村松 岡本 福嶋 岩瀬 

松田 鈴木(安) 山本(由) 矢部(房) 山口 



 

 

 

昨年 11 月に南アフリカを訪問。自身の思い描いて

いたアフリカのイメージとの違いに良い意味でカル

チャーショックを受けました。逗子の街に比べると南

アフリカの街は数百倍も発展していた。 

１．『ＴＩＣＡＤ』とは、Tokyo International 

Conference on African Development（アフリカ

開発会議）の略であり，アフリカの開発をテーマとす

る国際会議です。1993 年以降，日本政府が主導し，

国連，国連開発計画（UNDP），アフリカ連合委員会

（AUC）及び世界銀行と共同で開催しています。5 年

に 1 回の首脳級会合に加えて，閣僚級会合等を開催し

ており，2008 年 5 月には，横浜において 4 回目と

なる TICAD IV（第四回アフリカ開発会議）を開催し

ました。 

２．今、何故アフリカなのか。南アフリカを中心と

した 54 カ国が 10 年ほど前から急速に発展。2000

年のアフリカのＧＤＰは 6,000 億米ドルだったもの

が、10 年後に 3 倍の 2 兆 2,000 億米ドルと他の国

では類を見ないスピードで成長。世界各国がたくさん

のＯＤＡ（政府開発援助）を行ってきた結果、ＯＤＡ

を中心にアフリカの国々が勤勉さと世界一の人口増

加率によって、優秀な人材が海外で学びアフリカに再

び戻って来て、技術やサービス等さまざまな分野で成

長を遂げている。 

３．『レソト王国』アフリカ南部に位置し周囲を南

アフリカ共和国に囲まれた、世界最南の内陸国である。

国土は九州の7割ぐらいの大き

さしかなく非常に小さな国で、

人口 200 万人ほどの都市。昨

年6月に横浜で54カ国が参加

し開催された『ＴＩＣＡＤ』の

中で、日本の文化を紹介する舞

台のプロデュースを行った。そ

の際にレソトの国の人と出会い、レソト王国の王子と

親交が深まった。 

その中で、1600ｍの高地でも良い状況で養鶏が出

来、卵を育てることが出来ないかとの相談を受け、『森

のたまご』でも有名な世界最大の卵メーカーであるイ

セ食品㈱を紹介した。 

イセ食品㈱では、レソト王国に養鶏場を作り、その

見返りとしてダイヤの原石を買う権利が欲しいと考

えた。日本ではダイヤの原石を研磨する技術がなくダ

イヤの原石を仕入れている業者がない。レソト王国で

ダイヤの原石を買い、日本で研磨を行い自由な形で宝

石を売ることが商売になると考えた。 

４．南アフリカと日本との未来の関係。技術提携の

ためのＯＤＡを行う。人件費が安価なため今まで中国

やベトナムで行ってきたことを、南アフリカを使って

今後行っていく。南アフリカのさまざまな産業や穀物

や農業関係を支援しながら安く日本に輸入出来るよ

うになりつつあり、今後、南アフリカとの交流がかな

り増えるのではないかと思う。

 

■ニコニコＢＯＸ  本日合計 ￥４２．０００  累計￥ １.３１１．０００  

岩堀君…私的な内容の卓話ですみません。 

石田君…今年ももう如月、2 月になりました。この 2・3 日

寒い日が続きますがご自愛ください。 

岡本君…新ﾒﾝﾊﾞｰが承認されました。皆で楽しみましょう。 

桐ケ谷君、山口君、市川君、矢部(房)君、岩瀬君、三宅君、 

山本(由)君、服部君…岩堀会員、卓話（スピーチ）よろしく

お願いします。 

松田君…26 年最初のﾚｰｽで優勝しました。本年もガンバリます。 

毛利君…髭を剃らずに家を出ようとしたら、髭くらい剃りな

さいよと言われた。「うちの女房には髭がある」 

長野君…寒いですね。真冬に逆戻り。 

村田君…冬の最后のアガキ
．．．

、効くねー。 

今澤君…立春ですね。 

田中君…立春や 気分転換 ロータリー。 

鈴木(安)君…寒暖の差 10 度脱いだり来たり大変です。 

草柳君…暦の上では節分、立春過ぎたのに例年これから雪が

数回あります。雪が降らないよう祈ります。 

安藤君…寒さが続き風邪が流行っています。お互いに気を付

けましょう。 

矢部(光)君…我が家では山形県天童“啓翁桜”が満開、寒い

心が和みます！ 

桐田君…恋人達の心のように数日の天気は三寒四温、早く春

がきてほしい。 

臼井君…そろそろ花粉のシーズンです。 

宝子山君…ソチ五輪いよいよ開幕。寝不足が続きそう！ 

村松君、寺嶋君…ソチオリンピック始まる。ガンバレ日本。 

松井君…ソチオリンピック開幕まであと1日、日本頑張れ！

カーリングルールがわかる人教えて下さい。 

 

【出席報告】会員数 48 名（出席免除 6 名） 出席数 28 名：出席率 62.22%  前回修正出席率 55.56％ 

担当：長野 賢太郎 

 


