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点鐘
12月31日(水)

⇒

18：30

休会 (定款第５条第１節による)






2008年11月13日(木)新横浜プリンスホテルにおいて IM 準備実行
委員会が開催された｡ 山田富雄副委員長が出席｡
2009年 2 月28日(土) IM が開催されるが今回のテーマは国際奉仕
に関することを取り上げる｡ そしてパネルディスカッションを行う
際にパネラーを神奈川東 R.C より出して欲しいと要請があった｡









神奈川区民まつり募金活動のご報告と御礼



謹啓

◎11 月度定例理事会報告

晩秋の候､ ますます御健勝のこととお慶び申し上げます｡

さて､ 10月12日に開催された神奈川区民まつりには会員並びにご
家族の方々には多数ご参加いただき､ 誠にありがとうございました｡



深く感謝致します｡

◎本日､ 例会終了後､ クラブ協議会がございます｡ 大勢の出席をお
願い致します｡ 場所

4F

フェアウインドⅢ

円集まりました｡ この浄財はスリランカ井戸建設 (4 本) の支援活

◎例会変更のお知らせ

動､ スリランカ・サルボダヤ運動基金への寄付､ フェリス女学院生

横浜南ロータリークラブ
平成20年11月29日(土)

おかげさまで当日協賛品提供による募金活動は本年度総額546,261

徒さんによる絵本の翻訳に使わせていただきます｡ また残額55,189
⇒

移動例会

円はスリランカ・チャリティー基金 (仮称) として次年度に繰り越

場所

中華街 ｢大珍楼｣

す予定にしております｡ 今後ともご理解ご協力をお願い申し上げ､

点鐘

18：00

ご報告と御礼のご挨拶とさせていただきます｡

神奈川ロータリークラブ
平成20年12月22日(月)

謹白
⇒

移動夜間例会

点鐘

18：30

夜間例会終了後クリスマス家族会



場所 ヨコハマグランドインター
コンチネンタルホテル 3Ｆ
12月29日(月)

⇒

特別休会

⇒





神奈川東ロータリークラブ ｢年忘れ家族会｣ のご案内
謹啓

向寒の候､ 皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げ

ます｡

横浜保土ヶ谷ロータリークラブ
平成20年12月９日(火)



さて､ いよいよ神奈川東ロータリークラブ年末恒例の
夜間例会

点鐘

18：00

例会終了後クリスマス会
12月23日(火)

⇒

休会 (祝日)

12月30日(火)

⇒

休会 (定款第５条第１節による)

族会

年忘れ家

を下記の通り開催することとなりました｡ 本年は例年と異な

り､ 元町の ｢クリフサイド｣ にて開催致します｡
会員各位におかれましては､ 年末のお忙しい時とは存じますが､
ご家族お誘い合わせの上ご出席いただきたくご案内申し上げます｡

横浜鶴峰ロータリークラブ
平成20年12月12日(金)

敬具
⇒

チャリティーコンサート
場所

12月20日(土)

⇒

サンハート

日時：平成20年12月23日 (火)

イヤーエンドパーティー
場所

ロイヤルパークホテル

点鐘

17：30

12月27日(土)

⇒

休会 (定款第５条第１節による)

平成21年１月３日(土)

⇒

休会 (定款第５条第１節による)

横浜旭ロータリークラブ
平成20年12月17日(水)

記

PM17：00

受付開始

14日 (日)
場所

横浜ベイシェラトンホテル
＆タワーズ

点鐘

会場： ｢クリフサイド｣
住所：横浜市中区元町 2-114
会費：会

員

ご家族

20,000円
大

人 10,000円

小学生
⇒

PM18：00

3,000円

電話：045-641-1244

全員登録 (2 名様まで)
中学・高校生
未就学児

6,000円

無料

11月21日､ 28日の例会にて出欠の確認と会費をお預かり致します
ので､ ご協力をお願い致します｡
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本日所用にて早退させていただきます｡
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出ないので往診用の軽できています｡ 若葉マークがぶつけまくって
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ロータリアンにふさわしい車は何？工事のため､ 車が

ボコボコ｡ おまけにネコの足跡付き｡ ある日､ ホテルの駐車場へ入
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れようとしたら止められ､ ｢何の用でホテルにお越しでしょうか？｣
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と尋ねられました｡ ｢ロータリーです｡｣ と言って入れてもらえまし
た｡ 軽はロータリーにはふさわしくない｡








布施

是清

SAA

Dr. Ariyaratne アユーボワン｡ I'm looking for

ward to seeing you and listening speech. ボホス ストゥティ｡
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お世話になります｡ よろしくお願い致します｡
 卓話のご案内をいただいたので楽しみに拝聴させて

いただきに参りました｡ よろしくお願い致します｡


①本日は７年振りアリヤラトネ博士の講演を伺う機会

ができ､ OWOP 鈴木一男会長他関係者の皆様に感謝致します｡ ②



 !"#$%
&
MNOPQR STUVWXYZ[\]^_`

昨日は田中栄さんご馳走様でした｡


誕生祝いの

お花

をいただきました｡ ありがとうご
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ざいます｡
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①アリヤラトネ博士ようこそおいで下さいました｡ お

久し振りです｡ ②誕生祝いありがとうございます｡ 本日で残念なが
ら66歳になりました｡

高齢者 という言葉に違和感を感じなくなっ

た自分が怖いです｡


先週は入会記念日のお祝いありがとうございました｡



誕生祝いありがとうございます｡ 脇田さん､ 遠くまで



お花届けていただいてありがとうございました｡
!"#$%&$'()* アリ博士ようこそ｡
+(,-

 アリヤラトネ博士､ 鈴木会長､ 本日はようこそおい

で下さいました｡ 貴重なお話を楽しみに致しております｡
./0

アリヤラトネ博士､ OWOP 鈴木さん本日は当クラブ

へようこそ｡
123

アリヤラトネ博士ようこそ｡ ご無沙汰しております｡

お元気そうで何よりです｡

jX
当クラブのスリランカ支援活動 (幼稚園・井戸・英訳付き絵

14 5 アリヤラトネ博士本日のお話楽しみにしておりました｡

本の寄贈) を現地で９年間にわたって全面的に支え､ その維持

よろしくお願いします｡

管理にも配慮していただいている｡

62

7

アリヤラトネ博士､ 鈴木さん今日はよろしくお願い致

します｡
89:

現地最大の NGO

サルボダヤ会

の主宰者｡ 今月５日で､

喜寿の77歳｡


アリヤラトネ博士､ ようこそ｡ 布施さん､ お世話にな

今月はロータリー財団月間です｡ 現在１会員平均年次

寄付172ドルのご寄付をいただいております｡ ご協力ありがとうご

も､ 博士

が直接読めるようになっている｡
仏教精神を基盤とした､ 貧しい農山村の人々の意識改革と生
活向上を目指すサルボダヤ運動 (全ての人の目覚めの意味) は

ざいます｡
?@A

英訳付き日本の絵本

の発案で同会の職員が英訳を基にシンハラ語に直し､ 子供たち

りました｡
;<=>

フェリス女学院生徒による

前例会の折､ イニシエーションスピーチの時間を頂戴

しありがとうございました｡ お陰様で４回目のスピーチを果たせま

スタートして今年で50年｡
｢互いに協力しながら働き､ 飢餓､ 病気､ 無知､ 争いをなく
そう｣ というこの運動は､ 博士自ら先頭に立って実践する姿勢

した｡

に多くの人々が心を動かし現在では､ 60％以上の農山村に ｢サ

BCDEF 寒くなりました｡ インフルエンザ怖いです！

ルボダヤ会｣ が設けられて､ 実践の輪はスリランカ全土に広が

CG

り､ 村民にとって､ 博士は言わば

H

仕事が忙しくなかなか例会出席できませんが頑張って

メーキャップしております｡

神様

的な存在｡

博士の真摯な活動とその実績は､ 国際的にも高く評価され､

各国から多くの賞が贈られており､ ノーベル平和賞の候補にも
上げられている｡

例 例会が水曜日12：00開始のＡクラブの場合
■■：メークアップ期間です｡ (図①)

博士の当クラブでの講演会は､ 平成13年10月に次いで､ ７年
振りの２回目｡
本日､ 通訳をお願いする､ 皆様お馴染みの OWOP 協会・鈴
木一男会長は博士が最も信頼する盟友｡ 長年にわたる､ お二人
のご好意に改めて感謝しつつアリヤラトネ博士のお話を伺うこ
とにしたい｡
(石川

記)










｢ロータリーは､ 例会に出席
することが大切です｡ 必ず出席
するように｣ と､ 先輩会員から
聞かれて悩んでいらっしゃる新
会員も多いと思います｡ 仕事の
都合で出席できない時は､ どう
すればいいのですか？ そんな
時は､ メークアップをすればいいのです｡
メークアップ Make-up ､ 英和辞典を引くと､ 多くの意味が並
んでいます｡ ｢化粧をする｣ ｢決算､ 精算する｣ ｢取り戻す｣ など｡
そして､ あるかたちのものを補填したり､ 帳尻を合わせたり､ といっ
たニュアンスの言葉であることに､ 気づくでしょう｡
ロータリアンの三大義務は､ ご存じのように､ ｢例会の出席｣ ｢会
費の納入｣ ｢ロータリー雑誌の購読｣ です｡ 前述のように､ どうし
ても仕事の都合などで例会に出席できない場合､ それを補うために､
他クラブの例会などに出席するのが ｢メークアップ｣｡ 日本語で言
えば､ ｢出席補填｣ ということになります｡
他クラブの例会など？ ｢など｣ ということは､ メークアップは､
ロータリークラブの例会以外であっても､ できるのですか？ はい､
できます｡ 新会員の皆さまにとって身近なところでは､ 地区大会へ
の出席が挙げられるでしょう｡ その他にも､ 標準ロータリー・クラ
ブ定款第 8 条によれば ｢(２) ローターアクト､ インターアクト・
クラブ､ またはロータリー地域社会共同隊､ 仮ローターアクト､ 仮
インターアクト・クラブまたは仮ロータリー地域社会共同隊の例会
に出席すること､ または､ (３) RI 国際大会､ 規定審議会､ 国際協
議会､ RI 元並びに現役員のためのロータリー研究会､ RI 元､ 現並
びに次期役員のためのロータリー研究会または､ RI 理事会または
RI 理事会を代行する RI 会長の承認を得て招集された他の会合､
ロータリー合同ゾーン大会､ RI の委員会会合､ ロータリー地区大
会､ ロータリー地区協議会､ RI 理事会の指示の下に開催された地
区会合､ 地区ガバナーの指示の下に開催された地区委員会､ または
正式に公表されたロータリー・クラブの都市連合会に出席すること｣
( 手続要覧2004年 P.233) と､ あります｡
どの会合でメークアップすればいいかはお分かりいただけたと思
いますが､ では､ いつメークアップをすればいいのでしょうか?
先掲の標準ロータリー・クラブ定款第８条には､ ｢本クラブの例会
の定例の時の前14日または後14日以内に｣ とあります｡ 厳密には､
２週間前の例会開始時間から､ ２週間後の例会開始時間までが､ メー
クアップの期間です (図解参照)｡ 従って､ 出席できないことがあ
らかじめわかっている場合には､ 前もってメークアップを済ませて
おく､ ということもできます｡

 
例会はいつ､ どこで開催されているのでしょうか？
近隣のクラブが､ いつ､ どこで例会を開催しているかはご存じだ
と思います｡ 例会の時間や場所の変更も事前に届きます｡ でも､ 出
張先などで､ 例会を探すのはどうしたらいいのでしょうか？
ロータリーの友 誌の３月号と 9 月号に挟み込んである ｢例会
一覧表｣ をご利用下さい｡ この一覧表は地区順になっていないので､
｢探しにくい｣ というご意見をいただきます｡ その通りです｡ 例会
一覧表は､ そのままで使うようにはできていないからです｡ 点線
(ミシン目になっていますので､ はさみを使わなくても大丈夫です)
で切り離し､ 重ねて適当な大きさに折りたたむと､ ちょうど ロー
タリー手帳 に挟み込むのに都合がいい大きさになります｡ これで
探しやすい順番になります｡ ゾーン 1 からゾーン 4 (ａ)､ つまり､
北から南の順で､ 国内のゾーンが並び､ そして､ ゾーンの中は､ 地
区番号が小さい方から並んでいます｡ クラブは､ 地区の中で､ 例会
の曜日によって分かれています｡
ロータリーの友 のホームページにも ｢例会一覧表｣ はありま
す｡ ｢クラブ例会｣ の項目 (http://www.rotary.or.jp/rc̲meeting
/index.html) を訪れてみて下さい｡ ホームページならではの特徴
を生かし､お寄せいただいた変更情報により随時更新､ よりリアル
タイムな一覧表になっています｡
ところで､ 海外に仕事や観光で行った時､ そこのクラブにメーク
アップをしたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう｡ そんな時に
は OFFICIAL DIRECTORY (公式名簿) が役に立ちます｡ 世
界中のクラブの会長・幹事名､ 住所､ 例会場､ 曜日､ 開始時間など
が記載されています｡ 毎年､ 国際ロータリーから発行され､ 新版が出る
たびにクラブの幹事に 1 部無料で配布されているので､ クラブでお持ち
だと思いますが､ 国際ロータリー (RI) 日本事務局で購入することもで
きます｡ 詳しくはクラブ事務局か先輩会員の方にお尋ね下さい｡
また､ インターネットを利用されている方は､ www.rotary.org
/applications/clublocator/japanese/index.html (RI のホームペー
ジ) から､ 世界中の例会日時､ 場所を検索することもできます｡
ロータリアンなら､ いつ､ どこのクラブの例会に出席しても歓迎
されます｡ もちろん､ 各クラブではビジター (メークアップのため
に訪問する人のこと) を見込んで､ 席や食事の準備をしています｡
でも､ できることなら事前に電話などで､ 連絡してから訪問するこ
とをお勧めします｡ 訪問先のクラブの担当者が､ 準備をする時に助
かりますし､ 初めて訪問するクラブの場合には､ 相手が待っていて
下さるので､ 心細い思いをすることもなくなるからです｡
海外の場合は､ 例会が予定通りに始まらず､ かなり遅れる (日本
人の感覚では) こともあります｡ 予定の時間に行ったら誰もいなかっ
たという話をよく伺います｡ そのようなクラブでも､ 事前に連絡を
入れておけば､ どなたかが定刻に来て､ 迎えて下さるでしょう｡
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