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神奈川区民まつりのご案内
｢スリランカに井戸を贈ろう｣ 募金活動
１) 日時
平成20年10月12日(日)
雨天決行荒天順延

午前10：00〜午後 3：00

午前 7：00判定

順延の場合のみ､ 社会奉仕委員長より会長､ 幹事および関連委
員長へ連絡
２) 場所
反町公園
３) 集合時間
・担当委員会

午前 8：30 (区民まつり担当者午前 7：30)

・クラブ会員

午前 9：45

４) 搬入
午前 8：00〜午前 9：00まで (時間厳守)


朝日

達夫

会員 (第27期

2002年10月４日入会)

飯田

之

会員 (第25期

2000年10月６日入会)

上阪

哲也

会員 (第31期

2006年10月６日入会)

茂木

知子

会員 (第31期

2006年10月６日入会)

入口：公園事務所側

出口：区役所側

５) 清掃
①分別収集
(一般ゴミ､ 缶､ ビン､ ペットボトル､ プラスチック､
汚れたプラスチック､ 古紙)
②ゴミ袋

本部にて６枚配布

③公園内禁煙 (出入口３ヶ所に灰皿設置)
④全員清掃

午後 2：30〜

６) 駐車スペースなし (搬入用１台のみ)
７) 打ち上げ
イタリアンレストラン

ベルディ

TEL. 045−322−7703

神奈川区広台大田町2-4
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◎2011〜2012年度ガバナーノミニー候補選出､ クラブ会員承認の件
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◎臨時理事会報告


◎次週10月10日は10月度定例理事会となります｡
◎

ロータリー全国囲碁大会

の案内が来ておりますので回覧しま

す｡ 申込みを希望される方は事務局まで申し出下さい｡

SAA

本日はお世話になります｡



インターアクトの件で相談に伺いました｡ よろしくお

願い致します｡
久しぶりに参りました横浜西の宮浦です｡ 活気のある

ロータリークラブで良いですね｡

横浜鶴峰ロータリークラブ
⇒

移動例会

⇒



本日は､ アビーさんに会えると思い､ メーキャップし

ました｡ よろしくお願いします｡

横浜あざみロータリークラブ
平成20年10月29日(水)

是清





◎例会変更のお知らせ

平成20年10月25日(土)



布施

夜間例会

  本日は､ お世話になります｡ よろしくお願い致します｡
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本日はお世話になります｡
①保土ヶ谷ロータリーの大庭様､ 本日は訪問ありがと

うございます｡ ②昨日のゴルフ会､ 幹事の田中栄さん､ 江森さんお

バナーノミニー候補に選んでいただいたことは大変光栄であり会員

世話になりました｡

諸兄に感謝申し上げます｡

 この度､ 入会させていただき､ ありがとうございます｡




①誕生日祝いをいただきありがとうございます｡ 脇田

さん､ 今年もお世話になりました｡ ②シニアグラスが手放せなくな
りました｡
入会記念のお祝いありがとうございます｡



露出度100％､ 誕生祝い､ 入会祝いありがとうござい

ます｡ 誕生祝い､ 入会祝い､ 卓話と露出度が多くなります｡ よろし
くお願いします｡


幸いに地区の指名委員会の指名がいただけましたら､ 力いっぱい

しかしながら私は今までロータリーの勉強はほとんどしていませ
ん｡ また､ 右足に少しハンデを抱えています｡
会員皆様のお力添えがなければ目的を達成することは出来ません｡
ご協力､ よろしくお願い申し上げます｡

入会祝いありがとうございます｡ あっという間の２年

間でした｡


返しが出来ればとお引き受け致しました｡

ロータリーの奉仕活動に邁進する所存であります｡





入会して26年､ クラブには大変お世話になりました｡ 少しでも恩

ご推薦いただきましたお礼と私の意識の一端を申し上げました｡
ありがとうございました｡ 合掌｡



皆川先生､ 本日の卓話よろしくお願いします｡





おそくなりましたが､ 先日の交換学生受け入れ委員

会時の残金をニコニコに入れさせていただきます｡


①神奈川クラブ樋口さん､ ようこそ！②昨日のゴルフ

コンペ優勝しました｡ ハンディと同伴者に恵まれたお陰です｡ 次回
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は12月18日戸塚カントリーで行います｡ 私が幹事ですので､ 多数の

JKLM

ご参加をお願いします｡
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昨日のゴルフお疲れ様でした｡ ゴルフも阪神もいま一

つです｡
#$

昨日のゴルフコンペ､ 幹事の田中さん､ 江森さんご苦

労様でした｡ 犬飼さん､ 舘野さん､ 天野さんお世話になりました｡
大変楽しかったです｡
%&'

昨日ゴルフ同好会ご参加の皆様､ お疲れ様でした｡

()

昨日のゴルフコンペご参加の皆様､ お疲れ様でした｡

加藤さん優勝おめでとうございます｡
*+,

①昨日のゴルフ会､ 台風も逸れて最高のゴルフ日和で

した｡ 幹事の田中栄さん､ ご苦労様でした｡ ②中野さん､ アビーさ
ん例会にようこそ｡
-./

昨日ゴルフ会へ参加の皆様ありがとうございました｡

爽やかな天気とメンバーに恵まれ楽しい１日を過ごさせていただき

みなさんこんにちは｡

ありがとうございました｡

皆川先生を紹介させていただきます｡ 皆川先生は小池先生､

01

2

昨日のゴルフコンペ参加の皆様､ お世話様でした｡ 加

野生動物の治療に献身されています｡

藤さん優勝おめでとうございます｡
34

私の後輩にあたり､ WRV の理事､ 専属の獣医師として､ 日夜

昨日の親睦コンペご参加の皆様お疲れ様でした｡ 幹

WRV は野生動物救護獣医師会の略ですが､ 獣医師ばかりで

事の田中様､ 江森様ありがとうございました｡

なく､ 広く野生動物に関心のある方々､ 環境を考慮している企

5 678 家の玄関に植えてあるドウザンツツジ (同山ツツジ)

業などの会費､ 寄付などで､ 成立している団体です｡
皆様の記憶に新しい大規模な環境災害といえば､ 日本では､

の色がつき､ 紅葉が始まりました｡ 秋本番です｡
9

古川先生､ 先日はわざわざありがとうございました｡
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ナホトカ号の重油汚染が挙げられます｡ 重油にまみれた動物を
洗浄し､ 野生に復帰させるには､ 多くの人手と費用がかかりま
す｡
このような野生に復帰させるためのボランティアをリハビリ
テーターといいますが､ このようなボランティアを養成するの





青柳会員の挨拶
思ってもみなかったことですので今は少し戸惑っております｡ ガ

も､ この機関の重要な使命の１つです｡
私も以前アメリカの野生動物救護の施設を見学にいきました
が資金の潤沢さと施設､ 設備の充実､ ボランティアの豊富さに

今さらながら驚かされました｡

会員総数1,228,810人 (2008年５月31日 RI 公式発表) に達していま

WRV を知っていただき､ より多くの人たちの賛同､ 資金の
援助を得るために機関紙を配らせていただきました｡
野生動物は治療費は踏み倒しです｡ ドーナツも食べないし､
不動産の賃貸もなし､ 美術品も買ったりしません｡ 機関紙に広

す｡
そして､ これら世界中のクラブの連合体を国際ロータリーと称し
ます｡
このように､ 歴史的に見ても､ ロータリーとは職業倫理を重んず

告を出しても何の利益もないと思われるかもしれませんが､

る実業人､ 専門職業人の集まりなのです｡ その組織が地球の隅々に

WRV は多くの一般の方々にも支えられていますので､ 環境に

まで拡大するにつれて､ ロータリーは世界に眼を開いて､ 幅広い奉

配慮した企業ということで､ 好感度がアップすると思います｡

仕活動を求められるようになり､ 現在は多方面にわたって多大の貢

会員の増強､ 広告などで､ 多くの協力をいただけることをお

献をしています｡

願い致します｡



要約：
｢わー､ かわいい｣ ｢ぼくが作ったごはんを食べてくれた｣ 子ど
もたちからこんな歓声が上がってくる｡

わが国最初のロータリークラブは､ 1920 (大正９) 年10月20日に
創立された東京ロータリークラブで､ 翌1921年４月１日に､ 世界で

私が勤めている野生動物ボランティアセンターで行われている

855番目のクラブとして､ 国際ロータリーに加盟が承認されました｡

｢夏休み一日体験学習｣ での一幕だ｡ 当センターは､ 傷ついた野生

日本でのロータリークラブ設立については､ ポール・ハリスの片

動物を治療やリハビリをして､ 再び自然に帰す活動をしている｡
子どもたちは､ すぐに世話をした野鳥たちの名前を覚えて仲良く
なれる｡ そんな楽しい餌やりや掃除が終わってまとめの時間｡
私はいつも､ 子どもたちが世話をした野鳥たちが､ なぜこのセン

腕としてロータリーの組織をつくり､ 海外拡大に情熱的に取り組ん
だ初代事務総長チェスリー・ペリーと､ 創立の準備に奔走した米山
梅吉､ 福島喜三次などの先達の功を忘れることができません｡
その後､ 日本のロータリーは､ 第２次世界大戦の波に洗われて､

ターに運ばれてきたか理由を教えることにしている｡ 交通事故にあっ

1940年に国際ロータリーから脱退します｡ 戦後1949年３月になって､

たハト､ 釣り糸が絡まったサギ､ 窓ガラスにぶつかったツバメ､ 飼

再び復帰加盟しますが､ この時､ 復帰に尽力してくれたのが国際ロー

い猫に捕まったヒヨドリ…｡ 子どもたちの顔から笑顔が消えていく

タリーの第３代事務総長ジョージ・ミーンズでした｡

のがわかる｡ そして､ ある子が ｢みんな人間のせいだ｣ とつぶやく｡

その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚ましいものが

普段､ 身近な野鳥など気にしたこともなかった子どもたちが､ 自

あります｡ ロータリー財団への貢献も抜群で､ 今や国際ロータリー

分が

世話をした

野鳥たちのために､ 自分たちに出来ることは何

か真剣に考え始める｡

における日本の地位は不動のものになりました｡ 現在､ 日本全体で
のクラブ数は2,310､ 会員数95,631人 (2008年７月末現在) となっ

こうした一日体験学習を通して､ 子どもたちには野生動物が傷つ

ています｡

かないように守ってあげたいと思いやる心が芽生える｡ そのことが

(｢ロータリーの友｣ より)

将来､ 人も野生動物も安心して暮らしていけるための第一歩となる
ことを私は確信している｡







20世紀初頭のシカゴの街は､ 著しい社会経済の発展の陰で､ 商業
道徳の欠如が目につくようになっていました｡
ちょうどその頃､ ここに事務所を構えていた青年弁護士ポール・
ハリスはこの風潮に堪えかね､ 友人３人と語らって､ お互いに信頼
の出来る公正な取引をし､ 仕事上の付き合いがそのまま親友関係に
まで発展するような仲間を増やしたい､ という趣旨でロータリーク
ラブという会合を考えました｡ ロータリーとは集会を各自の事務所
持ち回りで順番に開くことから名付けられたものです｡
こうして1905年２月23日にシカゴロータリークラブが誕生しまし
た｡
それからは､ 志を同じくするクラブが､ 次々各地に生まれて､ 国
境を超え､ 今では200以上の国と地域に広がり､ クラブ数33,049､







