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2018 年 5 月 10 日（木） 第２８０２回例会 天候：晴れ 司会：水嶋 聡副幹事 No. 37
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「君が代」 「奉仕の理想」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 社会奉仕 他

◇卓話

ルイ・デラ・クルス様

「補助金事業について」

◎ゲスト・ビジター紹介
フィリピン マンダルヨンＲＣの皆様…【ＰＥルイ・デラ・
クルス様 ＡＧジョン・ラム様 マアン・ラム様 ご夫妻
ＰＰマイク・デラ・クルス様 イレイン・デラ・クルス様 ご
夫妻 ＆ジュリアナ・デラ・クルズご令嬢 ＰＰアーチ・ウ
イ様 ヘレン・ウイ様 ご夫妻
ＰＰロルフ・シュレーダ
ー様 アルマ・シュレーダー様 ご夫妻 アーニー・リム様
シュテファン・ゴバコ様】
笹川 徹様（東京世田谷ＲＣ）
本間多佳泰様（茅ヶ崎中央ＲＣ） 小八木隆男様（入会予定
者） グエン カーニーさん（米山奨学生）
◎幹事報告
◇国際ロータリーより ＊５月度ロータリーレート １ドル＝１０８
円 ＊青少年奉仕月間 リソースの案内
◇ガバナー事務所より
＊２０１８－２０１９年度地区資料（カレンダー） ＊春のかながわ
献血キャンペーン ポスター ＊ロータリー情報冊子の案内
「ロータリーへのお誘い」 「今日からロータリアン」 他 ＊地区
「新会員の集い」の案内 ・５/２６（土） １５：００開演 ・藤沢商
工会館「ミナパーク」会議室 ＊次年度会員増強・会員維持セミ
ナー開催の案内 ・６/４(月) １５：３０～１７：３０ ・アイクロス湘
南 ＊２０１８－１９年度幹事・事務局研修会 議事録 ＊２０１９年
夏出発 ロータリー青少年交換学生募集要項
＊２０１９－２０
年度ロータリー奨学生募集要項 ＊国際大会“第２７８０地区 地
区ナイト”の案内 ・６/２４（日） １８：００～ ・レストラン”Ｒｏｓｅｗ
ａｔｅｒ“ ・会費：１０，０００円
◇台北西北ＲＣより ２０１８－１９年度主要理事の役割分担リスト

◇ＩＭホストクラブ（茅ヶ崎湘南ＲＣ）より
＊第４グル
ープＩ.Ｍ. ＤＶＤ
＊第４グループＩＭ収支報告書
◇箱根ＲＣより 例会場・事務所移転の案内 ・新例会場…
湯本富士屋ホテル ・事務所・・・湯本富士屋ホテル内
◇米山記念奨学会より ハイライトよねやま ｖｏｌ.２１７
◇タウンニュース
◎委員会報告
吉田会員［社会奉仕］
：5/24 例会後に茅ヶ崎駅南口にて植栽
杉本剛昭会員［プログラム］
：5/20 からの親睦家族旅行の確認

左から委員会報告の吉田会員・杉本剛昭会員・橋本正一会員、
卓話通訳の大箭会員

◉会長：廖鴻達（Ｚｉｐ） ◉会長エレクト：陳金龍(Ａｌａｎ) ◉副会長：
鄭資盛（Ａｌｅｘ） ◉幹事：洪耀坤（Ｋｅｎ） ◉国際奉仕委員長：葉木
棋(Ortden) ◉理事：廖鴻達・陳金龍・鄭資盛・葉木棋・高義盛・
陳玉河・陳斌超・魏國晏・陳栄森・林啓時・王國輝 ◉姉妹クラ
ブ班長：鄭資盛（Ａｌｅｘ） ◉副班長：林啓時(Ｃａｓｅｙ)・
蔡式邦(Ｐｅｔｅｒ)

降り続いた雨が止み、屋外でマンダリヨン RC の皆さんと記念
撮影となりました
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◎スマイル報告 橋本正一会員
笹川 徹様（東京世田谷ＲＣ）先日は大阪での会合、横山会長・
中山幹事・岩澤エレクト御苦労様でした。9 月に台北でお会い
する事を楽しみにしています。
本間多佳泰様（茅ヶ崎中央ＲＣ）本日はおじゃまいたします。
18～19 の九州、何卒よろしくおねがいします。中州で楽しみま
しょう。
横山貢君＆中山冨貴子君 フィリピン・マンダリヨンＲＣの皆
様ようこそ。どうぞ例会をお楽しみ頂きたいと思います。世田
谷ＲＣ笹川様、茅ヶ崎中央ＲＣ本間様、ようこそお越し下さい
ました。
大森久巳男君 フィリピン・マンダリヨンＲＣの皆様、世田谷
ＲＣ笹川様、茅ヶ崎中央ＲＣ本間様、ようこそいらっしゃいま
した。入会予定者・小八木隆男様、入会歓迎致します。グエン・
カーニーさんようこそ。元気な様子、何よりです。皆様、天候
不順です。風邪などひかぬ様、気をつけて下さい。
伊藤留治君 マンダリヨンＲＣの皆様、遠路はるばるようこそ
お越し下さいました。ゲスト・ビジターの皆様、こんにちは。
熊澤孝之君 再入会のご承認を頂き、感謝申し上げます。
河本啓伸君 フィリピンからのお客様ようこそ。また、先日の
天才ミュージシャンのライブに多くのお客様にお越し頂き、あ
りがとうございました。次回ライブは 11 月 11 日（日）藤沢ラ
イブ館にて、直木賞作家・重松清を招いて行われる予定です。
カレンダーに書いておくことをお薦めします。
小林 亨君 お客様ようこそ。マンダリヨンＲＣの方、ようこ
そ！
和田幸男君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。
出口敬純君 マンダリヨンＲＣの皆様、世田谷ＲＣ笹川様、茅
ヶ崎中央ＲＣ本間様、小八木さん、グエンさんようこそいらっ
しゃいました。
澤邑重夫君 ゲストのみなさま、ようこそ。本日はよろしくお
願いいたします。
半田朋子君 皆様こんにちは！マンダリヨンＲＣの皆様よくい
らっしゃいました。日本を楽しんでいって下さい。
岩 澤 あ ゆ み 君 I'm so glad to have great guests from
Philippine today. 世田谷ＲＣ笹川会長エレクト、中央ＲＣ本間
様、ようこそお越し下さいました。夜 18:00 からなんどきさん
でフィリピンの方々との懇親会があります。奉仕のお話はすご
く勉強になりますので、ご参加の皆様、よろしくお願いします。
杉田祐一君 マンダリヨンＲＣの皆様、ゲストの皆様、ようこ
そいらっしゃいました！楽しんでいって頂ければと思います。
吉田恵子君 ゲストの皆様ようこそ。あいにくの天気でがっか
りですね。日本の春を楽しんで下さい。
富田桂司君 フィリピン・マンダリヨンクラブの皆様、世田谷
ＲＣ笹川様、茅ヶ崎中央ＲＣ本間様、小八木様、カーニーさん、
ようこそいらっしゃいませ。先日は移動例会でのシラス漁見学
への御参加、誠にありがとうございました。おかげさまをもち
まして無事に開催できました。次年度の担当の方、よろしくお
願い致します。
北村公子君 先日の職業体験、皆様おいでいただきありがとう
ございました。私ねはじめて漁見学をしました。皆様によろこ
んでいただけて良かったです。
木村信一君 ハワイのチョコ、ちょこっとです。ハワイもの勝
ち～
大竹孝一君 フィリピンマンダリヨンＲＣの皆様、日本へよう
こそ。久しぶりの例会で週のリズムが狂ってしまって、来るの
を忘れてしまうところでした。
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畠田宏治君 「寒いのに 雨も降ってきて このやろう」
小澤雅彦君 フィリピンマンダリヨンＲＣの皆様はじめ、ゲス
ト・ビジターの皆様、茅ヶ崎ＲＣへようこそ！来月、湘南サザ
ンビーチマラソンにエントリーしました。どなたかよかったら
ご一緒しませんか？
木村邦佑君 マンダリヨンＲＣの皆様、ウェルカムウェルカム。
プリーズエンジョイです。
後藤三紀君 マンダリヨンＲＣの皆様、ようこそいらっしゃい
ました。寒いので風邪をひかれないよう、お気をつけください。
安武 勝君 フィリピンマンダリヨンＲＣの皆様、ようこそい
らっしゃいませ。笹川様・本間様ようこそ。小八木様、入会お
待ちしております。グエンちゃんこんにちは。今日はたくさん
のゲスト・ビジターで大賑わい。楽しい例会で気持ちもわくわ
く。外は雨ですが、晴れた気分です。
石田貴一君 ゲスト・ビジターの皆様いらっしゃいませ。今月
に入り、気温の差があります。お身体ご自愛ください。
伊藤和明君 今週末は茅ヶ崎アロハマーケットです。ハワイよ
り 20 数名お客様が来られます。昨年は初日雨だったので、２
日間晴天になることを願います。
徳舛幸丈君 連休終了から寒い日が続いています。体調に注意
しましょう。
橋本正一君 マンダリヨンＲＣの皆さん、笹川さん、本間さん、
小八木さん、グエンちゃんこんにちは。よろしくお願いします。
［本日 29 件、39,000 円です］
フィリピン・マンダリヨンＲＣ会長エレクト

ルイ・デラ・クルス様の卓話前段
敬愛なるホストクラブの皆様、おはようございます。マンダ
ルヨンＲＣの全メンバーより、感謝を込めたご挨拶を申し上げ
ます。
今日、皆さんにもご支援に興味を持っていただけるようなプ
ロジェクトの一つをご紹介したいと思います。これは単に人道
的な重要性のためだけではなく、フィリピン政府が長年軽視し
続けてきた土着民族を対象としていることに意義があります。
私たちは皆、近代的設備環境に彩られた中で何不自由なく生
活していますが、忘れてはならないのは、これだけ電気が発達
した時代にあって、十分な栄養も取れず、嵐のような天候不順
や獰猛な獣から身を守る安全な避難場所も持たず、教育や健康
管理もままならず、持続可能な生計を立てることすら困難な山
間部の民族がいるということです。私たちロータリアンは、社
会の片隅に生きる彼らのこのような環境を看過することはで
きません。彼らの生活を改善するための生計の立て方や教育、
健康管理などの面で支援していきたいと思っています。私たち
は彼らが自活していける活力を与える包括的プログラムの輪
郭を描きました。キーワードは「活力の注入」です。
もし私達が彼らの自助を手助けできるならば、長期的にはフ
ィリピン経済、文化、政治面における差別撤廃への大きな流れ
となり、フィリピンだけでなく世界中の地域社会の発展におい
て、彼らは積極的かつ責任ある貢献者となることができるので
す。
［日本語訳 大箭剛久会員］

ルイ・デラ・クルス会長エレクト

