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９月 ２６日

天候 曇り

ご参加、よろしくお願いいたします。

杉原 栄子 会員

・米山記念奨学会よりグッズ、記念誌の販売があ
ります。パンフレットは、事務局に用意してい

≪ゲスト・ビジターの紹介≫

ますので、ご覧下さい。

ゲスト：鈴木 大次 様
（紹介者：小島 会員 田中 会員）
ウン,チェン キンさん

≪委員会報告≫
・椋梨 会員より

（藤沢 RC 委嘱米山奨学生）

職業奉仕についてですが、例年行っております
カンボシアの歯科検診事業を含むスタディーツ

≪会長報告≫

アーのご案内です。

・本日、会員選考委員会が開催されました。
白旗神社の鈴木宮司面談、お疲れ様でした。
・6 月 1～5 日、今年度ロータリーの国際大会は、

11 月 29 日（木）～12 月 3 日（月）
、歯科検診や
歯磨き指導の補助をしていただくボランティア
活動や現地の子供たちとの交流、ハーフマラソン

ドイツ ハンブルグ大会です。ロータリーの友

への参加もできます。ぜひご参加下さい。

にご案内があります。参加したいと思っておりま

また、文房具などを募集いたします。

すので、皆様もご予定下さい。

よろしくお願いいたします。

≪幹事報告≫
・9 月 29 日（土）
、藤沢市民祭り街頭キャンペーン
のご案内をしています。藤沢 RC は 10 時 20 分～
JR 藤沢駅南口コンコース正面となっております。

出席報告

（

）内は計算に用いた会員数
メークアップ

例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

修正出席者数

修正出席率

会員数
９月１２日

４４（４４）名

２８名

１６名

６３．６４％

９月２６日

４４(４４)名

３０名

１４名

７０．４５％

１名

２９名

７０．４５％

≪スマイル報告≫
大小原 徹 会長
鈴木 宮司様 本日は会員選考会お疲れ様でし
た。藤沢ロータリークラブの例会を楽しんで下
さい。
下野さん イニシエーションスピーチ楽しみ
にしております。気楽にやりましょう。
泉 信子 会員
鈴木 宮司様ようこそいらっしゃいました。
ウン，チェン キンさんようこそ。
下野会員

卓話たのしみにいたして居ります。

お誕生祝い 有りがとうございます。
大野木 加代子 会員
イニシエーションスピーチ 下野さん よろ
しくお願いします。
鈴木宮司さま ようこそ藤沢ロータリークラ
ブへ お待ちしていました。
川上 彰久 会員
鈴木宮司ようこそ、藤沢ロータリークラブへ!!
下野さん イニシエーションスピーチよろし
くお願いします。
藤田 浩二 会員
下野さん 卓話宜しくお願いします。
鈴木様 ウン，チェン キンさんようこそ!!
吉野 貴美 会員
先週はお休みそました。
≪お祝い≫

下野さん 楽しみです。

会員誕生日 10 月 1 日
10 月 2 日

泉 信子 会員
宇野 美代子 会員

小河 静雄 会員
下野さん 卓話楽しみにしています。
宇野 美代子 会員
お誕生日祝い ありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。
反田 純正 会員
下野さん 卓話楽しみにしております！
小澤 智幸 会員
鈴木宮司様 お越しありがとうございます。
下野さん 楽しみにしております。
下野 多佳子 会員
イニシエーションスピーチの機会、ありがとう
ございます。
國分 孝夫 会員
先週は結婚記念日のお祝い有難うございまし
た。

≪小話 3 分間スピーチ≫

藤沢生まれの藤沢育ち。現在も生まれ育った家で暮ら

大西 勝彦 会員

している。子どもの頃は病弱で、リュウマチ熱という

カジキマグロについての話。カジキマグロは、黒

病気で入院した。幸い良い薬ができ、後遺症が残るこ

潮に乗って回遊する獰猛な魚で、愛好家は、釣り

とがなったがその後も，入院するような病気をした。

上げるのが楽しみな魚。船の後ろからイカに似た

大学生時代に、初めての海外で、チューリッヒ近くの

ルアーを流して吊り上げる。最近は、タグ＆リリ

街で半年ほど過ごした。ホテル協会の研修で、美しい

ースが主流で、船側でタグをつけて海に戻す。こ

街で、夢のように楽しい時間だった。

れは、魚の保護と回遊について調査することに役
立っている。伊豆でタグをつけた魚が、一年後、
九州の五島列島で捕まったり、房総半島でタグを
つけた魚が、フィリピンのミンダナオ島で捕まっ
たりしている。冬は、赤道近辺にいて、暖かくな
ると日本近海房総半島周辺に来ると考えられて
いる。10 年ほど前、大島沖で吊り上げ、タグをつ
けた魚は、今頃どこを泳いでいるのかと考えるこ
とが、楽しい。

≪卓話≫
ところが 23 歳の時、急性白血病になってしまった。

『イニシエーションスピーチ』
埼玉の専門設備のある病院に移り、4 年半の闘病生活

湘南クリスタルホテル マネージャー
下野 多佳子 会員

を送った。入院中に病院の方や、患者さんから学ぶこ
とがあった。人生は長さではなく、質であること、無
菌室で無菌状態であることがいかに味気なく水も空
気もまずいかということを知った。抗癌剤治療をしな
がら、自分の人生はどうなるのか悩むことが多かった。
治療を終えた後、23 歳で結婚し、夫ともにシドニーに
渡った。初めてのオーストラリアで、癖の強い英語と、
女性の強いユニークなお国柄に驚いた。シドニーで日
本系ホテル勤務の後、永住権を取り、ハミルトンアイ
ランドのホテルに勤め、海外生活を満喫した。オース
トラリア人は、とてもおおらかでフレンドリーな人種
で、健康を取り戻して暮らしていた。

が載っており、なぜか、パラソルで埋め尽くされた片
瀬海岸の写真が出ていたことがあった。
ドバイのホテルは、王族が所有経営しており、生活に
税金がかからない。大きく違うのは、イスラム教の国
なので、飲酒ができない。リカーライセンスという証
明書を持ち、所得に見合った本数だけ買えるシステム
がある。外国人には厳しくなく、ビーチで水着にもな
れ、派手な格好も許されていた。ラマダンという断食
があるが、昼間寝て、夜間ずっと飲み食いしているの
で、かえって太ってしまう。

そこに、中近東のホテルにヘッドハンティングされ
離婚後、ドバイのホテルに勤務することとなった。

一番の観光名所は、砂漠で、ここでコーランが聞こえ
てきたら祈りたくなるような、神秘の世界である。砂
漠にラクダのいる風景は、とても美しいのだが、実際
のところ、特に夏は高温多湿なので、酷い匂いがする。
当時のドバイは、現在のように開発されておらず、

1，2 月のサンドストームでは、全く何も見えなくなっ

猛暑と湿度がひどかった。しかし街に行くとゴールド

てしまう経験をした。

スークや、砂漠の真ん中に突然オアシスが現れる。オ

アラブ、中東というと、アルカイダや IS など悪い印

イルマネーの成すところである。勤務していたホテル

象をもってしまうが、アラブ人は、日本人に近いとこ

は、すべてがゴールドで飾られていた。あるいは、赤

ろがある。お客様には、テーブルをごちそうで埋めつ

青、黄色のような原色が多く、全てが、世界で一番が

くし、相手に気を遣わせないようにおもてなしする気

好まれる。ドバイの英字新聞には、頻繁に日本のこと

持ちを持っている。

ドバイから、日本に戻り、東京で勤務したのは、外資
系のホテルだったので、海外の生活とはあまり変わり
はなかった。その後、母の介護をした。介護生活では、
学ぶことが多かった。もっと親切にやさしくしてあげ
ればよかったと後悔することが多々ある。
クリスタルインターナショナル、湘南クリスタルホテ
ルに勤務して 6 年ほどになるが、仕事に没頭し、残業
時間を気にせず、働きつづけてしまう悪い日本人に戻
ってきてしまったような気がする。
ロータリーに参加させていただき、楽しいことがおお
くある。海外で生活していたことや英語を生かし、メ
ンバーとしてお役に立てることがあればと思う。また、

鈴木 大次 宮司 よろしくお願いいたします。

母の介護を通して学んだことや、介護するご家族へ奉
仕できることがあればと思う。

米山奨学生 ウン，チェン

ホテル１階ロビーのお花
ススキが秋の風情です

本日のお料理
大小原会長より、下野会員の大スペクタクル巨編に
「これぞイニシエーションスピーチ!!」と謝辞

キンさん

