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2013-'!4Rl会長

会長

会報委員会

SAA:(司会)古藤田博澄小島昭夫、(SL)福田儀市、侭田和義斉唱「君が代」「奉仕の理想」

会長挨拶 会長竹村淳一郎 ※次回例会の予定

・次回11月12日（火）はガバナー公式訪問です。全

員出席お願いいたします。

．次々回11月19日（火）は藤田弓子さんの卓話です。

・11月23日（士）は京都乙訓IRCとの合同例会です。(26

日の振り替えです）

例会終了後、理事会を行います。

先週長野に紅葉（もみじ）

狩りに行ってきました。

海抜千メートル付近が見頃で

したので、今ではもっと低い

ところが紅葉に染まっている

でしょう。冬はもう山の中腹

まで雪で白く染めていました
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本日は、伊藤アシスタントガバナーようこそおいで

下さいました。後ほど卓話をよろしくお願い致します。

また、京都乙訓の橋本幹事を始め6名の皆さん、いら

っしゃいませ。私ども、9月に京都乙訓クラブにお邪

魔いたしました折には、お世話を頂き有難うございま

した。今日は、ごゆっくりしていってください。

さて、来年の事を言えば鬼が笑う、と言われていま

すが、本日はここで、次年度の話をさせていただきた

いと思います。12月10日の年次総会におきまして次

年度理事役員を選出発表することになりますが、本日

はその一カ月前となりますので、次年度理事役員の指

名を会員の皆様に求める次年度理事役員選出要請をこ

こでさせて戴きます。このまま1週間以内に指名がな

い場合は次々回例会において選出委員会を設置し、こ

れを承認願うこととなります。よろしくお願い致します。

･小林貞博11月8日奥様誕生日

･水谷隆一11月10日結婚記念日
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京都乙訓RCの皆さん

☆竹村．山口．勝呂．長友：伊藤AGようこそいらっ

しゃいませ。今日は宜しくお願いします。京都乙訓

の皆様ようこそいらっしゃいませ。

☆中山：伊藤AGようこそいらっしゃいました。

☆中山．木内．石井：京都乙訓RCの皆様、遠くから

ようこそ。

☆京都乙訓RC:お世話になります。

☆玉置：小島さん写真ありがとうございます。京都乙

訓RCの皆様ようこそ

竹村：’1月3日空手協会静岡県東部大会に後援の協賛

いただきありがとうございました。盛会に開催でき、

私も一日審判を務めました。

【ｹｽﾄ｡ピジター一
両

､伊藤雅之アシスタントガバナー（長泉RC)

・橋本光夫君、山下吉昭君、山本覚君、坂口直典君、

黒川泰道君、資延務君（京都乙訓RC)
両

博司
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《例会場・時間の変更》

･三島RC11月20日（水）夜間例会リオ

･せせらぎ三島RC11月22日（金）特別休会

q職長ﾃー ﾏ｢ﾛー ﾀﾘー を実践しみんなに豊かな人生を」
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【委員会報告 ’＝☆藤田：喜劇人協会の副会長になりました。笑いは不

況を救うきっかけになると信じています。

☆玉置：大川さん先日はお世話になりありがとうござ

いました。（本日のスマイル合計28.000円）

◆新世代委員会委員長水谷隆一

地区ローターアクト大石君より事業報告と御礼文が

届きました。皆様のご協力に感謝します。今後とも宜

しくお願い致します。

◆奉仕プロジェクト委員会古藤田博澄

11月17日修善寺駅前大掃除です。多数の方の出席

お願いします。

◆親睦・友好委員会委員長石井政一

11月23．24日京都乙訓RCとの交流会、懇親会・

観光・ゴルフの参加者が寂しい状況です。皆様都合を

付けて頂き御参加下さい。

◆SAA福田儀市

10月24日旅館組合の料理発表会が行われ、金賞は

当会場のサンバレー富士見士屋料理長でした。

■申席報告水谷隆一J

今回の欠席者：紀平､鈴木､土屋(源)､土屋(龍)、中係、

萩原、浜村、侭田、水口、山本

前々回のMU者：石井(10/31三島西）

、
４【卓話卓

一

御殿場RCでは、1966年富士山2合目にイギリス

BOAC機が墜落してから、日本人が一人も搭乗して

いなかったにも拘わらず追悼の慰霊祭を毎年行って

いるのですが、ガバナーより、素晴らしい事だからもっ

と皆さんに知ってもらうべきだという事になり、五

十回忌にはイギリスからもそれなりの方がくるよう

な動きになっています。

ロータリーには隠徳という奥ゆかしい考え方があ

りますが、公共イメージの向上は必要な事であるし、

広報と宣伝は違います。

ロータリーの広報は「大道無門」堂々とやるべきで

す。ロータリーブランドの確立は、ロータリーを単

にステータスと捉えるのではなく、“ロータリーの

理念”を自覚して、奉仕の理想を実践していくロー

タリークラブ、ロータリアンであり続ける訳ですか

ら宜しくお願いします。先日ある女性の三島市市議

会議員より「ロータリークラブって何をしているの

ですか？随分お金もかかるそうですね？」と言われ

たのですが、世間でも同じような感じで思われてい

る方が多いのも事実と思いますので、伊豆中央ロー

タリークラブの支援する駿豆線沿線清掃も公共イメー

ジを高める事業として取り組んで頂き、大いに広報

として頂くと宜しいかと思います。

Illi
静岡第二分区

アシスタントガバナー

伊藤雅之（長泉RC

冒す。今週は露払いの

,|士
来週志田ガバナー公式訪問です。今週は露払いの

様ですが、よろしくおねがいします。

第2分区のガバナー公式訪問は5クラブが終了しまし

た。例会前に会長幹事会が行われますが、立場上幾

度となく会長幹事会に同席してきた訳ですが、今年

ほど熱心なガバナーはいませんので、伊豆中央RCの

会長さん来週よろしくお願いします。

ロータリーブランドの確立と広報

長泉町では3年前から女子サッカー大会の開催をし了

います。1年目は町内会のチームと福島の被災したチー

ムが参加、2年目は県内からの参加もあり主催者から

大会の横断幕を作ってほしいと長泉RCに要請があり

ました。未来の夢計画の事業として制作するにあた

りロータリーの名前を横断幕の端に入れましたが、

ガバナーからは何故もっと目立つ所に入れないのか

と指摘がありました。

后一

古藤田博澄

今年で結婚22年目となりました。娘も今年中学に入学し、

ますます父親離れが進んでおります。

今回RCのおかげで、久しぶりに家族での楽しいひと時を埴

ごすことができ感謝しております。

ありがとうございました。

10月26日(土）門前仲町のワインバー「亀」にて

前々回

今回

出席総数

25／31名

21／31名

出席率

80．65％

67．74％

メークアッラ

26／31名

会員総数

修正出席率

83.87％

32名

N

i結婚記念日報告
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週報第2329回例会
（ガバナー公式訪問）

2013．11．12(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝバﾚー 富士見
事務所静面M黒三島市中央町4番9号小野住環境中央町ビル2F

TEL<055>976-6351FAX<055>976-6352

例会場ホテルサンバレー富士見静岡県伊豆の国市古奈185-1

TEL<055>947-3100FAX<055>947-0564

一

刑 幽醗

エバンストンロータリー本部

2013-'14Rl会長ロンD.バートンガバナー志田洪顧
会長竹村淳一郎幹事中山博司

会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一

SAA:(司会)古藤田博澄(SL)小島昭夫、福田儀市、侭田和義斉唱「それでこそロータリー‐

【幹識告幹事中山博司郎q会長挨拶 会長竹村淳一

志田ガバナー、浅原地区幹事様ようこそお出で下さ

いました。伊藤アシスタントガバナーには2週続けて

のご来訪ご苦労様です。私がガバナーにお会いするの

はPetsから今日で4度目になりますが、Petsの時のガ

バナーが私にとって衝撃でしたので、そのガバナーの

お話を今日は楽しみにしています。後ほど宜しくお願

いいたします。

《例会場及び例会時間の変更》

・三島西RC11月14日（木）夜間例会ブケ東海三島

・三島RC11月20日（水）夜間例会リオ

．せせらぎ三島RC11月22日（金）特別休会

※次回例会の予定

・次回11月19日（火）は藤田弓子さんの卓話です。

．次々回11月23日（土）は京都乙訓RCから23名の

来訪があり合同例会となります。場所は正平荘で時

間は18：30からです。（この例会は26日との振り

替えです）

※その他

・2013年度ロータリー友‘盾交換プログラム募集の

ご案内がきています。このプログラムはロータリア

ンのカップルが互いに訪問しあい、ホームステイを

通じて親交を深めあうロータリー独自のプログラム

です。回覧しますので興味ある方は申し込んでくだ

さい。

紅葉がそろそろと里山まで

降りてきたようです。近所の

山を散策したいですが、皆さ

ん、一緒に歩いてみませんか

ゴルフをしながらでも紅葉が

見えますが、私は、トラブル

ショットばかりで、景色を見

P

一コ／UW毎Jゾー．ゾー、訂ミーニゾu

る余裕がありません。それは、私だけでしょうか。

台風30号が、フィリピン、ベトナムに大変大きな被

害を与えました。被害の全体は、今はまだよく分から

ないようですが、クラブで募金を行うことが必要だと

思われます。皆さんの御協力をお願い致します。

今日は、ガバナー公式訪問ということで、志田ガノミ

ナー、浅原地区幹事、ようこそおいで下さいました。

そして、先週に引き続き伊藤アシスタントガバナーも

ご一緒にありがとうざいます。地区行事におきましては、

志田ガバナーに、エネルギッシュで、有意義なお話を

頂きました。私はロータリーに今まで以上に真筆に向

き合うようになりました。今夜は、皆様もホームクラ

ブでガバナーの素晴らしさを改めて感じて頂きたいと

思います。志田ガバナー後程の卓話どうぞよろしくお

願いいたします。

先週、次年度理事役員選出要請をいたしました。し

かし、本日までに指名がありませんでした。一週間以

内に指名がない場合、指名委員会を設けることの承認

を会員の皆様に求めます。拍手をもって承認願います。

ありがとうございます。規定に従いまして指名委員会

を設置し皆様にご報告いたします。

『

１
Ｊ【ゲスト・ビジター

,志田洪顛ガバナー（静岡RC)

,浅原諒蔵地区幹事（静岡RC)

・伊藤雅之アシスタントガバナー（長泉rc:

今回の欠席者：大川、紀平、土屋(源)､土屋(雄)、水口

前々回のMU者：木内(10/30長泉）

1職長ﾃー ﾏ｢ﾛー ﾀﾘー を実践しみんなに豊かな人生を」I

【出席報告委員長玉置敏

前々厄

今厄

出席総謝

23／31名

26／31毛

出席率

74．19％

83．87％

メークアップ

26／31名

会員総数

修正出席零

83．872

32名



田島（10/31三島西）

水谷（11/1せせらぎ三島

、
４

国 ◆親睦・友好委員会委員長石井政一

いつも委員会活動に対しまして格別なご理解、ご協

力を賜り厚くお礼申し上げます。11月23日には伊豆

中央RC・京都乙訓RC合同例会並びに親睦会を古奈の

正平荘にて18：30より開催します。せっかくの機会

ですので、御家族様の参加をお願いし、正平荘の心の

こもった美味しい食事を皆さんと味わいたいと思いま

す。会員、家族とも参加費は10,000円にて理事会で通

していただけました。多数の参加を重ねてお願い申し

上げます。翌日の観光また大仁カントリーさんでの親

睦ゴルフにも会員皆様はもちろん御家族様も参加いた

だければ幸いです。

☆会員全員：志田ガバナー、浅原地区幹事、伊藤アう

スタントガバナーようこそお越し下さいました。

☆水谷：結婚して20年、クラブからのお祝を頂き家族

で食事してきました。ありがとうございました！

☆土屋龍：手術後1年目のPET-CT(ペットシーテイ）

セーフでした。

☆鈴木：水谷さん、先週はお手伝いありがとうござW

ました。

（本日のスマイル合計29,000円）

【ガパﾅー公式訪問
を越える地域で、宗教・信条の差異を越えて活動をす

るメンバーそれぞれが、その地域においてのリーダー

であり、リーダーの集合体として、スピード感のある

決定が遂行できる団体は他に類を見ない。ということ

でありました。また、今回の規定審議会では、当初で

ておりました「出席報告の義務なし」の議案の削除や、

日本からの提案の「地区の構成人数を1200人から

1100人にする」案の採択など、世界における日本のロー

タリーの存在の大きさを改めて認識してきました。

未来の夢計画ですが、「GSEやめるの？」「国際

奨学生やめる？」「素晴らしい事業やめる？」「な

ぜ？」と、私に食ってかかる方もおりました。

しかし、私はやめるのは遣唐使と同じではないかと思

うのです。遣唐使が当時世界の最先端の唐の都に、様々

な学問、仏教や芸術、都造りを学びに派遣されたので

すが、100年も続けると遣唐使も廃れてしまいました。

それは学ぶべき事がなくなったからです。それと同じ

ように現在の日本からすると、「海外に学ぶ」から、「素

晴らしい日本人を海外に派遣する」事の方がはるかに

世界に寄与できるということだと思うからです。

会員増強を常々お願いするのですが、クラブで良い

事業を企画し認められると、3年後クラブからの上納金

の最大75％がクラブに返ってくる事をご存じでしょうか？

ロータリー財団に寄付すると自分達なりに好きな事

業に資金を使うことができ、税額控除の対象にもなり

ますから、これも「未来の夢」と言えるのではないか

と思います。

来年2月8．9日、‘地区大会にRl直前会長田中作次さ

んが来てくださいます。日本中の知り合いをクラブど

うしで紹介しあう「作次大作戦」を展開していますが、

職業分類については、現在の年金受給者で無職という

方でも、過去の職歴において、その経験を分類にうま

く当てはめて頂くことも工夫の一つですので、会員増

強を宜しくお願いします。

伊豆中央RCは、インターアクトもあり、今の基本計

画を元に前進の方向で良いと思います。今後ともよろ

しくお願い致します。

肩一一

RI2620地区

ガバナー

志田洪羅

伊豆中央RCの皆さんこんばんは、RI2620地区ガノ

ナー志田供頴です。宜しくお願い致します。

貴クラブ前身の伊豆長岡RCはオールドメンバーには

懐かしいクラブであります。その昔はMUといえば、

土曜日例会の伊豆長岡RCでしたので、それに比べる

と現在のMUは随分楽になったと思います。

さて、先程竹村会長よりクラブ運営に付きまして報

告を受けました。貴クラブの活動はまだこれからでは

ありますが、方向性は素晴らしいと思います。この活

動を、やがては分区、地区と発展させて頂きますと、

グローバル補助金、未来の夢計画の目的が達成される

のだと思います。クラブの多様性を尊重する余り、ロー

タリーの活動は解りづらい。ポリオ撲滅に1000億円以

上お金を使っているのに社会で認識されていないのが

実情です。私は、今まで地区の役はあまりやっていなかっ

たのですが、ガバナーの活動を経験として、本日67番

目のクラブの訪問という事で思うところをお話いたし

ます。ご存知のように、ガバナーに成る前にサンデ罰

エゴでホテルに缶詰になり研修を受けます。

何故ロータリーに入会したかを、毎日2～3人のロータリー

アンから体験を聞き、その中で自分の得た結論は「自

分の社会への想い」がロータリーを通じてより多くの

奉仕に繋げる事が出来るというものであります。また、

日本式の「ロータリーの職業奉仕」は世界では通用し

ないといわれますが、決してそんな事はなく、職業奉

仕を世界でも忘れてはいないと実感しました。

「ロータリーとは何なのか」と仲間どうし100年論じ

ても結論は出ていません。一般社会でのロータリーの

評価を、何億円もの費用をかけ調査した結果は、20

豚一ヨー．

マイル報告 委員雨宮演邦

鴨I



Rl第2620地区静岡第2分区

伊豆中央ロータリークラブ
ROTARYCLUBOFIZU－CHUO

週報第2330回例会

2013．11．19(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝパﾚー 富士見
シカゴロータリー本部

2013-'14Rl会長ロンD.バートンガパナー志田洪顛
事務所静岡県三島市中央町4番9号。野住環境中央町ビル2F

TEL<055>976-6351FAX<055>976-6352

会長竹村淳一郎幹事中山博司

会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一
例会場ホテルサンバレー富士見静岡県伊豆の国市古奈185ざ

TEL<055>947-3100FAX<055>947-0564

SAA:古藤田博澄（司会)小島昭男、(SL)福田儀市、侭田和義斉唱「我らの生業」

【会長挨拶 会長竹村淳一郎 とうございました。京都乙訓RC橋本幹事より先日の

例会出席のお礼と、23，24日訪問の挨拶が届いてい

ます。

《例会場および例会時間の変更》

・11月22日（金）せせらぎ三島RCは特別休会です。

※次回例会の予定

・次回例会は23日正平荘において京都乙訓RCの皆さ

んと交流会となります。時間は18：30からこの例

会は26日の振り替えですのでお間違えのないように

．次々回12月3日は中篠会員の卓話です。

・12月10日は年次総会で次年度理事役員選任とクラ

ブ細則の変更を行います。

・12月17日は会員増強フォーラムです。

・12月24日はクリスマス家族会となります。

※その他

・会報の先週号に古藤田君がご家族との食事会の写真

を送ってきてくれましたので掲載しました。この企

画を考えた者にとっては、これを待ってましたので

嬉しかったです。ありがとうございました。

・1月25日（土）静岡第2分区IMの案内がきています

ので回覧します。全員出席でお願いいたします。な

お登録料はクラブが負担いたします。

・2014年国際大会（シドニー）の案内が届いています。

匹今、東の空、早朝にアイソ

ン誉星が見え始めたそうです．

だそうですが、緩やかに増光

し、29日に太陽に最接近し月

ほどの明るさになるかもしれ

ないと言う、予測もあるそう

です。ただ、低空に位置する

P

億劃
一
“

一

孟磯’。

ため見えないこともあるそうですが、明るくなった瞬

間を是非見たいですね。

先週は、志田ガバナーの訪問で大変熱意ある卓話を

皆様お聞きになり、ロータリーに対する理解を更に深

められたことと思います。我が伊豆中央ロータリーに

対しても、皆様の力で更に、発展継続して戴きたいと

思います。

今週、士、日曜日には京都から乙訓の皆様がお見え

になりますが、皆様の友I情とおもてなしの心で歓迎し、

そして、交流の時を過ごしていただきたいと思います。

今日は、例会後に、伊豆中央ロータリークラブの明

日のための指名委員会を開催したいと思いますので、

よろしくお願い致します。

P

慶事発表慶事発表

【出席報告 委員長玉置敏
入会記念皇

奥様誕生雪
"

･土屋源由

･玉置敏

･梅原一三

･飯田鍵吾

･小島昭男

･田島治夫

･土屋龍太郎

11月8日

11月26日

11月27日

12月1日

11月23日

11月28日

11月29日

結婚記念と：
"

今回の欠席者：雨宮、侭田、水口

前々回のMU者：紀平(11/7三島西）
【幹事報告 】幹事中山博司

先週のガバナー公式訪問には皆さんのご協力ありが

F 1

RI会長ﾃｰﾏ「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
L 」

前々回

今回

出席総数

21／31名

28／31名

出席葛

67．74％

90．3％

メークアップ

22／31名

会員総勢

修正出席率

1VX

32名



【スマfイル報告 委員長石井政一

☆藤田：県より『青少年への声かけ運動アンバサダー

（大使）』に任命されました。

☆紀平：ガバナー公式訪問、欠席して申し訳ありませ

んでした。（本日のスマイル合計23,000円）

【雲員会報告
◆新世代委員会

11月17日、日大三島に伊豆総合

高校IACと一緒に2620地区IAC指

導者講習会に参加してきました。

「国際貢献」「ディベート」「献血」

と3つのテーマの講演でした。

【卓話

L一ｺ

零鞠

委員長水谷隆一

画

藤田弓子

女優という仕事を生涯のものと考えて、劇団文学

座の門を叩いてから、来年で丁度半世紀・50年にな

ります。きっかけは母親です。母が薦めたのではあ

りません。母の生き方の影響なのです。母は好奇心

の塊のような女性でしたから、私も幼い頃から「何

でも見たい識りたい、行きたい、やってみたい」と

いう性格になりました。父は私が3歳の時に亡くなり

ました。戦地で病を得て帰還し、終戦後は戦後処理

の激務の為再び倒れてかえらぬ人となりました。母

は25才で未亡人です。義父母を看取った後、私が小

学生にあがる時から下町に移り住み、所謂母子家庭

になりました。普通母子家庭というと「淋しいでしょ

う？」とか言われて同情されたものですが、我が家

の場合は「毎日楽しそうね、忙しそうね」と言われ

ました。絵画、映画、歌舞伎、宝塚、寄席、野球等々

いろんなものを見せてくれました。私は特に映画が

大好きでした。母は昼間働いておりましたので、私

一人でもこっそり映画館に入り込んで、大人のもの

でも何でも観てしまいました。貸し本屋に迄出入り

して漫画でも何でも読んでしまいます。

でも母はこう言っておりました。「駄目だと言って

もどうせ何でも見てしまうし読んでしまうでしょう。

だったらその中から本当に良いもの、本物を見極め

る目と心を育てて欲しい」と。好奇心の心が育ち小

学校5年生の時には、一人でラジオドラマのオーディ

ションを受けに行き、合格してしまいました。『赤

伊豆総の先生．生徒も日大三島中・高IACの運営や他

校の様子が刺激になって、IACが活発化してくれたら

良いと思いました。三島RCのサポートも勉強になり

ました。

◆奉仕プロジェクト委員会

・12月8日清掃修善寺駅前

9:00集合です。参加してくだ

さい。

・フィリピン台風災害義援金のお

願い。宜しくお願いします。

委員長福田儀市

ごく
~，

』円？

同鈴之助』という番組に3年間出演しました。あの吉

永小百合ちゃんと一緒でした。高校を卒業する頃になっ

て初めて、真剣に将来について考えました。一応大

学受験を目指していましたが、「4年間はもったいな

い、私には早くやらなければならないことがある。

母に楽をさせて、何かを勉強しなければ！」そこ

で改めて、映画に夢中になっていた少女時代、ラジ

オに出演していて充実した日々を想い返したものです。

結論はすぐに出ました。「実力をつける為に勉強し

て女優になる」と母に告げると「自分のやりたいこ

とをやって生きるのは素晴らしいことよ・でも途中

でやめないでね。」

NHKの朝のドラマ「あしたこそ」で主役の座を射

止めて、やっとプロの女優になることが出来ました。

その後、「東京は仕事場になる。政治経済そして文

化の中心だから、住む場所は人間らしく暮らせると

ころにしましょう」母がみつけてきたのが、韮山で

した。富士山が目の前にある。そしてずうっと現役

でいる為に東京へ通えるからです。ロータリーのお

仲間にも二世の方が同じ仕事についていらっしやる

のは、その親が背中だけではなく、ちゃんと真正面

から生きる姿を見せていた証拠です。39才と364日

つまり40才の一日前に結婚した夫も、同じ思向の人

間でした。韮山で住むようになってから10年程した時、

町づくりを考え、時代劇場を文化の発信地にしたい

と考えていた人達のおすすめで、劇団いず夢を立ち

上げました。勝手にこの地を第二の故郷と思わせて

頂いているので、何か恩返しのようなことをさせて

頂こうと考えたのです。東京迄出かけて行かなくても、

地元で観られる舞台です。心から笑って頂けるよう

な作品を心を込めて創っています。

ガバナーも仰ってましたれ。職業を生かして地域

活性化のお手伝いをするのがロータリアンだと。自

分の時間とお金を出して劇場に来て下さる方々の為

に頑張ります。

区－－．

＝‐



Rl第2620地区静岡第2分区

伊豆中央ロータリークラブ
ROTARYCLUBOFIZU－CHUO

週報第2331回例会
京都乙訓RC合同例会・親睦会

2013.11.23(土)16:30於古奈正平荘
事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境中央町ビル2F

TEL<055>976-6351FAX<055>976-6352

例会場ホテルサンバレー富士見静岡罵謂豆の国市古奈185-、

TEL<055>947-3100FAX<055>947-0564

古 奈 正 平 荘

2013-'14Rl会長ロンD.バートンガバナー志田洪頴
会長竹村淳一郎幹事中山博司

会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一

SAA:(司会)古藤田博澄小島昭夫、(SL)福田儀市、侭田和義斉唱「奉仕の理想」

１
Ｊ

実に、私は来日して

間もないころ、通って

いた福岡市日本語学校

が主催した地震防災見

学に参加したことがあ

ります。今回のイベン

トはきっと同じ内容だ

会長挨拶 会長竹村淳一郎

乙訓の皆様、遠路ようこそ

おいで下さいました。今年も

交流会がこのように盛大に行

われること、また、この交流

が長い年月継続していること

何にもまして嬉しく思います

先輩方のお蔭でもあります。

私どもが、9月に訪問させ

P

ろうと思いましたが、実際に参加してみると、驚きま

した。まず、震災の規模、形が変わった一方、震災が

来た時の自分自身を守る対策も変わりました。例えば、

通常の認識では、まず火を消して通路を確保してから、

テーブルや机の下に引き込もることとなりますが、現

在、ガスボンベやストーブは地震の揺れに自動的にス

トップする機能に加わったので、地震が来る時にわざ

わざ火を消す必要がなくなりました。すなわち、まず

身の安全を確保することが一番大事です。

非常に有意義の一日を過ごしました。防災意識を高め

た一方、新たな友達も出来ました。

9月13日に京都乙訓クラブの例会に参加させて頂い

た時に、非常に温かいおもてなしを頂きまして、誠に

ありがとうございました。その日、会場のインテリア

を見た瞬間、古き良き時代の雰囲気を感じることがで

きました。幼い頃の記憶の断片を拾いながら、食事を

済ましました。

また．なにより嬉しかったことは、朴善化姉さんに出

会ったことです。私は兄弟がいないので、お兄さんか、

お姉さんを持つ友達が羨ましかったです。私たちは言

葉が通じることで、互いの距離が一気に縮みましたが、

米山奨学会・ロータリーのつながりが無ければ、出会

うことすらなかっただろうと私はいつも思っています。

今、時々二人はメールでやり取りをして、冗談を言う

時はありますが、私の不足を指摘してくれる時もあり

ます。非常に良い友だち兼良い姉さんができた気分が

します。これから、朴善化姉さんとの関係を大事にし

たいです。それで、機会があれば、このつながりを更

にひろげたいと思います。

私どもが、9月に訪問させて頂きました折には、乙

訓クラブの若い会員の皆様が大挙してお出迎えして頂

きました。そして、その方達が皆新入会員であること

をお聞きしまして大変驚きました。羨ましくも思いま

した。我がクラブも見習い、仲間を是非とも増やして

いきたいと思います。

ロータリークラブの活動は、時代と共に変化し進ん

でいくものであると思いますが、活発な活動をしてい

る京都乙訓クラブの皆様には、活動の話など、お間か

せ頂きながら、明日のロータリーについて語り合い、

今宵は、心ばかりの宴ではありますが、大いに楽しん

で下さい。また明日は、観光とゴルフで伊豆の地を存

分に楽しんで頂きたいと思います。

rー‐
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【ｹｽﾄ･ビジター≦
可

･京都乙訓RC藤井会長他ご家族23名

･李暁卿さん（米山奨学生）
可

【幹事報告幹事中山博司．
京都乙訓RCの皆様、ご家族の皆様、そして朴さん

遠くからありがとうございました。ごゆっくり伊豆を

楽しんでいってください。

《例会場および例会時間の変更》特にありません。

【ごあいさつ
可

米山奨学生李卿」
先週の土曜日に米山学友会主催のイベント「地震防

災センター見学・地震体験＆親睦昼食会」に参加しま

した。非常に楽しかったです。

【 RI会長ﾃｰﾏ『ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を‐



0串席報告委員長玉置敏』

今回の欠席者：大川、梅原、小林、浜村、侭田

前々回のMU者：土屋(雄)(11/5乙訓RCとの打合せ

紀平(11/14三島西）
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舞妓さんの京おど

心
手に手つない一

上天気の中西伊豆観光

前々厄

今恒

出席総謝

26／31毛

26／31名

出席率

83.3％

83.8％

ﾒークアップ

28／31名

会員総姿

修正出席率

90．3％

32名

【京都乙割llRCとの懇親会


