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３月 ２０日

天候 曇り

ロータリーソング「それでこそロータリー」

楽しく、気持ちに張り合いを持ち、ゲスト、会

四つのテスト

員の皆様に教えていただくことがあり、成長して

大野木

加代子 会員

いけることがロータリークラブなのではないか
≪ゲスト・ビジターの紹介≫

と思います。残り 3 ヶ月もよろしくお願いいたし

ゲストスピーカー：小野 良太郎 様

ます。

（地区 社会・国際奉仕委員会委員長/秦野中 RC）
ゲスト：向井 稔 様

≪幹事報告≫

（地区 社会・国際奉仕委員会委員/鎌倉 RC）
ビジター：吉村 秀二

様

堀 一久 様

(福岡西 RC)
(東京 RC)

・3 月 24 日(日)イントラシティーミーティング IM
が藤沢商工会議所ミナパークで開催されます。
3 月 31 日(日)ロータリーウォーキング大会です。
ご参会お願いいたします。

≪会長報告≫

・昨年末、湘南学園 IA クラブより 3 名が参加いた

・本日は、地区 社会・国際奉仕委員長 小野様
本日の卓話、よろしくお願いいたします。
・残念なお知らせですが、今月末で宇野 会員が

しました台湾海外研修の報告書が参りました。
事務局にございますので、ご覧下さい。
・米山奨学会の冊子も参りました。藤沢 RC 委嘱の

退会なさることになりました。東京でなさってい

ウン,チェン キン君のレポートも掲載されてお

るボランティアの方にお力を入れたいとのお話

りますので、ご覧下さい。

です。また、お戻りいただく機会があったらと
思います。
・会長職も後 3 ヶ月となりました。無我夢中で、

出席報告

（

）内は計算に用いた会員数
メークアップ
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出席会員数
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出席率

修正出席者数

修正出席率

会員数
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≪お祝い≫

瀧澤 秀俊 会員

会員誕生日 3 月 19 日

大沢 勝実 会員

小野委員長 本日は藤沢クラブへ用こそ!!

3 月 28 日

下野 多佳子 会員

勉強させていただきます。

4月1日

川上 彰久 会員

和田 庄治 会員
小野様 向井様 吉村様 堀 一久様、
ようこそ、藤沢クラブに
大野木 加代子 会員
堀 社長さま 先日は東京ロータリークラブご
案内ありがとうございました。
写真もありがとうございました。
小野良太郎委員長さま 卓話ありがとうござ
います。よろしくお願い申し上げます。
川上 彰久 会員
小野委員長 本日の卓話よろしくお願いしま
す。
堀さん ようこそ!!

結婚記念日 3 月 31 日

川上 彰久 会員

向井さん 吉村さん

ようこそ!!

お誕生日のお祝いと結婚記念祝い、ダブルで
ありがとうございます！
藤田 浩二 会員
小野地区社会・国際奉仕委員長様 卓話宜しく
お願い致します。
向井様 吉村様 堀様 ようこそ!!
野口 捷代 会員
堀社長、先日はお世話になりました。又、集合
写真もありがとうございました。
小野さん卓話よろしく。
向井様 吉村様ようこそ
吉野 貴美 会員
≪スマイル報告≫
秦野中 RC 小野 良太郎

堀様 先日はお世話になりました。
様

大沢 勝実 会員

本日はお世話になります。

お誕生日のお祝いありがとうございます。

向井委員と 2 人で参りました。

小野さんの卓話たのしみしております。

よろしくお願いいたします。
東京 RC 堀 一久 様
藤沢ロータリークラブの皆様 先日は東京 RC 例
会にご足労頂き誠にありがとうございました!!
大小原 徹 会長
小野様 本日は卓話よろしくお願いします。
向井様 堀様 吉村様

藤沢 RC へようこそ。

泉 信子 会員
堀 一久様 ようこそいらっしゃいました。
エントランスホールのお花

桜も

≪卓話≫

『社会・国際奉仕について』
地区 社会・国際奉仕委員会 委員長
小 野
良 太 郎 様

宇野会員よりご挨拶
1 年間ありがとうございました。

≪小話 3 分間スピーチ≫
小島 正幹 会員
藤沢ロータリークラブの皆様とは地区や委員会、
Facebook を通じて知りあっている方が大勢います
ので、本日は楽しみにして、参りました。
地区委員の研鑽としてクラブの方へ伺っています。

ラテン系の狩猟民族気質で遊ぶのが大好きです。
一箇所に定着していません。また今年引越ししようと
思っています。今年 80 歳になりますが、8 回目です。
10 年に一回ずつ、土地、場所、財産に執着がありま
せん。最近、「終活」とか「エンディングシート」と
いう言葉をよく聞きます。友達が誰とか、どんな薬を

ロータリアンとしての 6 つの活動重点分野

飲んでいるとか、個々、孤独について書くようです。

平和の推進

幸い、私は息子達が近所におります。好きなことをし

疾病との闘い

てきて、思い残すことはありませんので、全部使って、

水と衛生

にっこり笑って、何も残さない終活としたいと思いま

母子の健康

す。

教育の支援
地域経済の発展
があります。こういったところにロータリアンが行動
し、奉仕活動をすることで世界に影響を与えることが
できます。

タイで支援活動する、原田義之さんについて

ロータリーの最大のインスピレーションの 1 つがポリ
オです。撲滅まであと少しなのですが、まだ終わって
いません。ここでやめてしまうと、数年でまた増えて
しまうというデータがあります。5 歳未満の子どもが
ワクチンで予防することができます。2018 年以降は、
アフガニスタンとパキスタンで症例が確認されてい
るだけです。紛争でワクチン投与にいけない地域のみ
となっています。しかし、ここでやめてしまうと爆発
的に増えてしまうので、根絶できるまでやめてはいけ
ません。日本でできるのは、ポリオに関する講演をし
たり、認知度を上げ他の団体を巻き込んでいくことで
す。ポリオが撲滅できれば、天然痘に続き、二つ目の
人類が撲滅したウイルスとなります。

タイで日本語教師として奉仕しながら、支援し、日本
に帰国時に地区大会や IM、セミナーで卓話をする活動
をなさっています。原田さんの活動に共感し、支援を
するクラブが出てきました。

インド NID について
インドの子ども達へのポリオワクチンの全国一斉投
与に参加しました。ロータリーの活動により政府を巻
テング熱に脅かされる子ども達の家の改築、給水施設

き込んで、5 歳未満の子ども 1 億 7500 万人に 70 万箇

をつくる、歯科医による歯研き指導など。

所で 200 万人のボランティアが一日で一斉にワクチン

原田さんによると、このような奉仕ができている地域

投与をする活動です。我々2780 地区では 6 年前から

は、まだわずかで、もっと多くの地域に支援をできる

参加しています。

ようにしていきたいとのことです。

インドは人生観が変わるといわれる素晴らしい国で

当日、保健所に集まり、保健婦さんから投与の仕方の

すが、衛生面で日本では考えられないようなことが沢

指導を受けます。医療従事者ではありませんので、経

山あります。ポリオがある限り、ワクチン投与に行く

口ワクチンの投与をします。教会などがブースとなり

ことになると思います。

ますが、スラム街の中にあったりします。ブースにこ
られない子どもの為に個別訪問もします。家といって
も、路地裏の衛生的ではないところもあります。
ワクチンを受けるとおもちゃを渡します。ささやかな
ものですが、おもちゃ欲しさに何度も来る子がますし、
大勢に囲まれて、怖い思いをすることもありますが、
こういった活動を実際にすると、ロータリーの素晴ら
しさを実感しますし、ロータリーに入ってよかったと
思います。こういった活動が、子ども達を少しでも助
けていると思うとこれからも続けたいと思います。
藤沢ロータリークラブもマレーシアや、カンボジアで
いくつもの奉仕活動をなさっています。そのように行
動するクラブが 1 つでも多く増えて、活動することに
よってクラブが活性化し、公共イメージ認知度の向上、
会員増強にもつながると思います。藤沢ロータリーク
ラブの今後の活躍を祈念いたします。

ラリーは、前日行われます。集会を開き、街を練り歩
き、ポリオ接種を宣伝します。お祭りのようです。

鎌倉 RC 地区 社会・国際委員の向井様
中野委員長とごいっしょにおいで下さいました。

大小原会長より謝辞

お誕生日お祝い３名様メッセージ

福岡西 RC 吉村 様ようこそ！
大学院生になられました

本日のお料理

東京 RC 堀様メークアップツアーでたいへんお世話に
なりました。写真をありがとうございました。

