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９月 １１日

天候 晴れ

ロータリーソング「奉仕の理想」

米山記念館より、賛助会員と 100 円募金のご案

四つのテスト

が参りました。資料は来週お持ちします。

茂谷 浩子 会員

・9 月 28 日（土）、藤沢市民祭りで第 3 グループの
≪ゲスト・ビジターの紹介≫

ポリオキャンペーンがあります。時間が決まり次

ゲスト：渡邊 昭 様

第お知らせいたしますので、ご参加お願い致し

（第 2780 地区第 3G ガバナー補佐/藤沢北 RC）
石川 麻央 様

ます。
・北九州豪雨被害義援金のご案内がガバナー事務所

（第 2780 地区第 3G ガバナー補佐幹事/藤沢北 RC）

より来ております。お 1 人 500 円からお願い致し

ビジター：和田 達雄 様

（仙台南 RC/会長）

ます。義援金箱をまわしますので、ご協力お願い

半澤 修司 様

（仙台南 RC/幹事）

致します。

吉村 修二 様

（福岡西 RC/理事）
≪幹事報告≫

≪会長報告≫

・本日は、多くのゲストの皆様お越しいただき、あ

・渡邊ガバナー補佐、石川ガバナー補佐幹事、本日
は、よろしくお願い致します。

りがとうございます。
・2019-20 年度の活動計画書の製本ができてまいり

・吉村様、いつもありがとうございます。寄贈、あ
りがとうございます。

したので、配布しております。お目通しいただき、
25 日のガバナー訪問にお持ちください。

・仙台南 RC 和田会長、半澤幹事、遠い所お暑い中
お越しいただき、ありがとうございます。
・長津会員より退会届が提出されました。今月一杯

・地区公共イメージ委員会より、You tube と Face

book 活用についてのご案内がきております。
ぜひご利用ください。

で退会となります。

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
８月２８日

４４（４３）名

２８名

１５名

６５．１２％

９月１１日

４５(４４)名

２９名

１５名

６５．９１％

１名

２９名

６７．４４％

≪委員会報告≫

藤田 浩二 会長

・椋梨 青少年奉仕委員長

吉村様いつもありがとうございます。

9 月 7 日、昨年の青少年交換の帰国学生の報告

渡邊ガバナー補佐、石川ガバナー補佐幹事、本日

会が地区青少年交換委員会であり、たくさんの

は宜しくお願い致します。

方にご出席いただきました。クラブでは、来週

仙台南 RC 和田会長、半澤幹事、ようこそ藤沢 RC

阿部浩太郎さんが卓話で報告をしてくれます

へ。楽しんでください。

ので、ご出席お願い致します。
・大野木 R 財団・米山委員長

泉

信子 会員
和田会長、半澤幹事遠いところ お出ましお疲れ

先週、地区米山委員会の委員長、副委員長にお

様でした。

越しいただき、奨学会について詳しく説明して

渡邊ガバナー補佐、石川様、ようこそ。

いただきました。本日、事務局より米山奨学会

瀧澤 秀俊 会員

への寄付のお願いをお送りいたします。クラブ

渡邊ガバナー補佐ようこそ‼

として、全員で協力したいと思いますので、よ

いろいろ大変ですが、がんばって下さい‼

ろしくお願い致します。

椋梨 兼彰 会員
渡邊ガバナー補佐、石川補佐幹事、本日はよろし

≪お祝い≫

くお願い致します。

結婚記念日 9 月 17 日 吉川 英紀 会員

和田様、半澤様、吉村様、遠い所、ようこそ藤沢
ロータリークラブへ。
吉川 栄紀 会員
9/17 をもって結婚 30 年をむかえます。ここまで
来られたのも、ひとえにかみさんの‟忍‟の一字だ
と思っております。本日はありがとうございます。
吉野 貴美 会員
会長幹事会で大変お世話になっております渡邊
AG、石川麻央様、ようこそ‼
仙台より和田様、半澤さま、ようこそ‼
ありがとうございます。
大沢 勝実 会員

最近、ご夫妻でよくお出かけなさるそうです。

本日は早退します。申し訳ございません。

≪小話 3 分間スピーチ≫
≪スマイル報告≫
渡邊 昭 様（3G ガバナー補佐/藤沢北 RC）
石川

麻央

様（3G ガバナー補佐幹事/藤沢北 RC）

本日はガバナー補佐訪問で参りました。
台風が過ぎ、竜居日が続いております。皆様方も
熱中症には充分ご注意下さいませ。つたない卓話
になりますが、宜しくお願い申し上げます。
和田 達雄 様（仙台南 RC/会長）
今年度仙台南ロータリークラブ会長を仰せつか
りました、和田達雄、幹事 半澤修司と申します。
藤田会長始め藤沢ロータリークラブの皆様、本日
はよろしくお願いします。

下野 多佳子 会員

来年オリンピック開催ということで、グローバルなお
話をさせていただきます。7 月は涼しい日でしたが、8
月は暑い日が続き、9 月になっても台風が来て、まだ
暑い日が続いております。しかし私は、この気温を「ア

≪卓話≫

国際ロータリー第 2780 地区
第 3 グループガバナー補佐
渡 邊
昭 様

ラブの春」と呼んでおります。この気温はアラブでは
春程度で、5 月頃から 50 度くらいになりますので、日
本の夏はアラブでは春くらいです。
アラブといいますと IS やアルカイダとか、悪いイメ
ージがあるかと思いますが、今日はラブリーなアラブ
人の話を致します。ご存じの通りアラブにはラマダン
断食月が年に一度あります。ラマダンは、新月から始
まるので、毎年 10 日づつ早まります。前日にならな
いと発表されません。新聞で発表され、明日からラマ
ダンで勤務時間が短くなると把握します。通常８～10
時間の勤務時間が 6 時間になります。他に何をするの
かというと、アラブ人は日の出とともに祈りをはじめ、
仕事をし、昼には家に帰り、ひたすら寝ます。日没と
ともに起き、祈りを捧げ、そこからひたすら食べる時
間になります。断食といっても毎日、日没の祈りの後
は食べることができます。ショッピングアーケードや
各ホテルにラマダン用のテントのような宿舎を持ち、
そこでブッフェで食べまくります。もともとラマダン
というのは、貧しい人達と苦労を分かち合う神聖な気
持から始まったのですが、UAE などの裕福な人たちは、
そんなことは気にせず、ひたすら食べまくります。シ
ョッピングアーケードは開いていますが、映画館など
のエンターテインメントはクローズになりますので、
食べることが唯一の楽しみとウィンドウショッピン
グです。それを夜通しやって、また日の出とともに祈
りをささげ、仕事に行きます。寝てないので仕事にな
りません。こうして一か月を過ごします。日本でいう
痩せる断食とは全く違います。寝て食べますと確実に
太ります。私がアラブから学んだのは、暴飲暴食は必
ず太り、体に良くないということです。人間はクマの
ように冬眠しないので、食べて寝ると寿命を短くする
ということをアラブから学びました。

・杉岡芳樹ガバナーの紹介ビデオ

・本年地区方針

・ガバナー補佐メッセージ

・渡邊昭ガバナー補佐の自己紹介

・RI 会長マーク・ダニエル・マローニー会長の紹介

瀧澤クラブ奉仕委員長より

藤田 会長より謝辞

椋梨 青少年奉仕委員長より

大勢のお客様にお越しいただいた本日の例会

本日のお料理

吉川 親睦委員長より

