
■司　　会　SAA  後藤　英則

■開会点鐘　会長　安藤　公一

■斉　　唱　手に手つないで

　　　ＳＬ　市川　慎二

■出席報告

　 
■本日の欠席者
齋藤、佐藤、鈴木、新川、増田、松本、矢田

■他クラブ出席者
安藤公一、福村（地区）、新川（横浜鶴峰 RC）

増田 (東京築地 RC)

■ビジター
橋本　昌明殿 (綾瀬 RC)

■ゲスト
ナムフォン・ナラサワットさん

(青少年交換留学生 )

■皆出席者表彰

２０１３年１１月２０日　第２１２７回例会　VOL. ４５　No. １９

本日の出席率　75.86％

本日の出席数    22 名会  員  数 　 　  35 名

修正出席率   　100％
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千葉　和裕会員　　　　５年

漆原恵利子会員　　　　11 年

矢田　昭一会員　　　　27 年

福村　　正会員　　　　２年

松本　英二会員　　　　１年

■会長報告
　月曜日は日中半袖でも過ごせるような陽気

でしたが、火曜日は、日陰で風に当ると上着

を着ていても冷たさが身にしみるなどと寒暖

の差が激しく、乾燥も進んできています。皆

様くれぐれも体調管理に細心のご注意をお願

いします。

　先週申し上げたフィリピン中部の巨大台風

被害は日を追う毎にその大きさを痛感させら

れています。被災者への支援の件で、RI 会長

のロン・バートン氏が皆様のお手元に配った

ようなメッセージを流しています。皆様のご

参考までにお配り致しました。

　キャロライン・ケネディー駐日アメリカ大

使が赴任されました。新婚旅行も日本に来ら

れた親日派と聞いています。これからのご活

躍を期待しています。

　本日は、交換留学生として８月に来日した

ナムフォンさんから卓話をいただけます。出

身地の様子など説明頂けると思います。宜し

くお願い致します。

○地区関係

１）11 月 15 日㈮クラブ奉仕委員長会議が開
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催されました。新川さんご苦労様でした。

２）11 月 15 日㈮に会長幹事会が新横浜国際

ホテルで開催され、来年１月 31 日の第５グ

ループ８クラブ合同例会の場所を見てまいり

ました。元首相の森善朗氏の１時間の卓話が

予定されているとのことでした。皆様の奮っ

てのご参加をお願いします。

　また、R 財団のポリオ撲滅運動への特別寄

付各人 5,000 円を今月末までに支払うよう強

く要請されました。来週 11 月 27 日に集めま

すので、ご用意お願い致します。皆様のご協

力をお願いします。

３）2 月 15 日～ 16 日の RYLA 開催案内、テー

マ「災害時のリーダーシップ」を先週の例会

で回覧致しましたが、いかがでしょうか？締

め切りは 11 月 29 日ですので、宜しくお願い

します。

４）R 財団セミナーが 11 月 25 日㈪に開催さ

れます。新川さんと私が出席予定です。

○クラブ関係

１）R 財団奨学生として応募していた当クラ

ブ推薦の高橋淳さんが３倍の競争、６名中２

名という厳しい競争の中、見事地区からの推

薦を勝ち取りました。米国で語学教育を学び

たいとのことで、インディアナ州インディア

ナ大学ブルーミントン校への留学を希望され

ています。

　同地域のロータリークラブにつてのある方、

会長・幹事までご連絡ください。送り出すク

ラブとして、日本側カウンセラー選定や現地

ホストクラブへのお願いをする必要がありま

す。ご協力をお願い致します。

２）12 月 14 日㈯は、クリスマス移動例会と

なります。その為、12 月 11 日㈬の当例会場

での例会はありません。たまたまその 11 日に

岩沼 RC が被災地の幼稚園の児童達にプレゼン

トを配るので、当クラブよりも数名が参加し、

一緒にプレゼントを配ってくる予定です。

３）国際親善奨学生としてフィンランド留学

中の島田彩子さんとの調整が付き、25 日の例

会時にご報告頂けることになりました。卓話

をご用意頂いていた斉藤善孝さん、またプロ

グラム委員長の増田さん突然のお願いにも関

わらず、ご調整頂きありがとうございました。

４）旭 RC 単独ゴルフコンペは 12 月 10 日㈫大

厚木 CC で開催予定です。

■被災者支援のお願い              ロン・バートン

朋友ロータリアンの皆さま

　ご存知のように、11 月８日、史上最大の台

風がフィリピン沿岸の町や村を襲い、甚大な

被害をもたらしました。何千という方が命を

落とし、数十万人の被災者が家を失い、食糧

や水のない生活を強いられることとなりまし

た。

　ロータリアンである私たちも、こうした被

災者を救いたいと考えていると思います。ク

ラブの皆さまには、緊急援助物資を提供する

ために今すぐ行動を起こすとともに、家屋や

学校、事業の建て直しなど、復興に向けた計

画を立て始めていただけるようお願いいたし

ます。ロータリーは災害救援団体ではありま

せんが、助けを必要とする人を支援すること

が、ロータリーの仕事です。これほどの災害

となれば、その被害は、６つの重点分野のす

べてに影響するものとなります。

　オクラホマ州を巨大な竜巻が襲い、家々が

破壊されたとき、ロータリアンが支援活動を

行い、地域社会に変化をもたらしたのを、私

は目にしました。広範囲にわたって地域社会

が破壊されたことは、非常に悲しいことです。

そんな中、ロータリアンが直ちに現地に赴き、

破片や残骸の除去作業、食糧と水の調達、す

べてを失った家族たちへの支援といった活動

を開始しました。被災地のロータリークラブ

も、忍耐と強さを見せました。破壊された町

を立て直すために、皆で支援活動にあたりま

した。

　私が一番心を打たれたのは、世界中のクラ

ブから寄せられた支援と思いやりでした。大

災害という悲劇の中で、みんなが助けようと

してくれていることを知りました。ロータリー

の精神は、私たちがいかにして「ロータリー

を実践し　みんなに豊かな人生を」もたらす

ことができるか、ということに尽きるのです。

ロータリーのパートナー団体であるシェル

ターボックスは、緊急のシェルター用テント

やその他の援助物資を提供するかたちで、何

千という家族を援助しています。シェルター

ボックスは、台風がフィリピンを直撃する以

前の９月から、同国を襲ったマグニチュード



　
　

　
　

　
　

　　　　
場所　ローズホテル

■会長幹事会報告　　　　　　　福村　　正

日時　11 月 15 日

場所　新横浜国際ホテル　　

第３回会長幹事会が開催されました。

　主な議題はポリオ撲滅運動への寄付と８ク

ラブ合同例会で森元首相がいらっしゃる事で

す。こちらは申込期限がせまっております。

■雑誌委員会　　　　　　　　　安藤　達雄

ロータリーの友 11 月号の紹介

１）横組み３ページ

　RI 会長メッセージの中でポリオ撲滅のため

の寄付で、全ロータリアンの寄付した額の２

倍の額をゲイツ財団が今後５年間にわたり、

年間 3,500 万ドルを上限に上乗せするという

記事がありました。途方もない大きな寄付に

驚嘆いたしました。

２）横組み 15 ～ 23 ページ

　「グローバル補助金」という聞きなれない言

葉が気になりましたので、どういうものか一

通りよんでみました。それは今年度から本格

的に始まった制度で６つの重点分野があり、

・平和と紛争予防 /紛争解決

・疾病予防と治療

・水と衛星

・母子の健康

・基本的教育と識字率向上

以上のいづれかに関連し、大きな成果が期待

できる活動を支えるものです。

ということがわかりました。

　テストでやった事例が多々記載されていま

すので、目を通してください。

３）縦組み 56 ページ

　またまた吉原会員の川柳が載っています。

４）縦組み 58 ～ 64 ページ

　友愛の広場・卓話の泉では参考になること

が数多くのっています。

５）縦組み 69 ～ 73 ページ

　おいしいお米を作るための努力と方法が農

家の方には大変参考になるものではないかと

思います。又農産物が TPP で騒がれています

が、おいしいものを提供していれば値段はあ

まり気にしなくても売れるから大丈夫という

感じが致します。

　以上、ご報告申し上げます。

– 3 –

7.1 の地震で家を失った家族を援助するため

に、現地で活動をしていました。

　ロータリーがシェルターボックスとのパー

トナーシップを結んだのは、このような災害

時の支援のためです。金曜日、私はシェルター

ボックスのウェブサイトを訪れ、被災地の家

族を助けるために同団体に寄付しました。で

きれば皆さまにも、シェルターボックスをご

支援いただきたいと思います。どんなにささ

やかなサポートでも、被災した方々の生活を

少しでもよくすることができます。シェルター

ボックスは、現地のニーズの特定や支援の提

供のために、ロータリー会員からの支援や協

力をありがたく受け付けています。

○同団体への連絡は、Eメール

（rotaryrequest@shelterbox.org）

　フィリピンには、21,000 人以上のロータ

リー会員がいます。今回の台風で被災した地

域には、第 3860 地区、第 3850 地区、第 3830

地区があります。私たちは被災地のガバナー

と協力し、どのような支援が最も必要とされ

ているかを検討しております。今後の状況は、

随時 www.rotary.org でお知らせしてまいり

ます。現地で懸命に活動するフィリピンの朋

友たちに世界中のロータリアンが支援の手を

差し伸べてくださると信じています。支援方

法についてご質問がありましたら、relief@

rotary.org までお寄せください。　よろしく

お願いいたします。

　　　　　　　心を込めて　ロン・バートン

■幹事報告
１）例会変更のお知らせ

○新横浜ロータリークラ

日時　11 月 22 日㈮→ 19 日㈫職場訪問

場所　横浜スタジアム

日時　12 月６日㈮→４日㈬クリスマス例会

場所　新横浜国際ホテル

日時　12 月 27 日㈮休会

日時　１月３日㈮休会

日時　１月 10 日㈮新年夜間例会

場所　上野桜木

○横浜南陵ロータリークラブ

日時　11 月 28 日㈭振替休会

日時　11 月 30 日㈯横浜南 RC と合同例会

　　　点鐘　18 時
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■親睦委員会よりおしらせ

■青少年委員会　　　　　　　　青木　邦弘

ホストファミリーについて

12 月末まで後藤会員、１月～３月まで青木が

ホストファミリーをつとめます。４月から帰

国するまでの３ヶ月半のホストファミリーが

現在おりません。６月中頃からは福村さんの

お母様から了承をいただいております。４月

からのホストファミリーを探しております。

ご協力お願い致します。

■新入会員一言！
○二宮麻理子会員

　７月に入会しましたが学校があり欠席が続

きましたので今は毎週例会に出席出来るよう

に予定を立てるようにしています。

　私にとってロータリ―は様々なことが勉強

になる「学びの場」です。ロータリーの活動

を通して多くの事を学びたいと思います。

　来週の「イニシエ―ションスピーチ」はこ

れまでスピーチをする機会があまりなく今か

らドキドキしています。

○杉山　雅彦会員

　ロータリーに入会させて頂いてから半年経

過致しました。100％の出席率キープはプレッ

シャーではありますが、毎週１時間仕事を離

れ、美味しいお弁当を頂きながら、先輩会員

の皆様とお会いし、卓話をお聞きできる大変

貴重な機会を頂いていると感謝しております。

　皆様、｢ 半沢直樹 ｣ は見ていっらっしゃい

ましたか？同ドラマは最高視聴率を更新した

ことはご存知の通りです。半沢さんの効果で、

銀行志望の学生さんも増加しているようです。

自分も半沢直樹のように信念と情熱をもって

業務に取り組みたいと思っていますので、引

き続き宜しくお願い致します。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

橋本昌明殿 ( 綾瀬 RC) ／本日はお世話になり

ます。

安藤　公一／①ナムフォンさんようこそ。卓

話宜しくお願いします。②キャロライン・ケ

ネディ駐日米国大使のご着任を祝して。

福村　　正／①綾瀬 RC の橋本様ようこそい

らっしゃいました。②ナムフォンナラサワッ

ドさんをお迎えして。③皆出席ありがとうご

ざいます。18 日に診療所の事がテレビで紹介

されました。稽古不足が顔に出ていました。

青木　邦弘／ナムちゃん卓話楽しみです。が

んばってね！

千葉　和裕／先日の優勝記念品を作りました。

荷物になりますが帰りにお持ち帰り下さい。

皆出席５年となりました。

関口　友宏／①橋本さん、ようこそ。②福村

さん、TV タックルを見ました。診療所と病院

の違いを知りました。

漆原恵利子／①ナムフォンさんも一緒に出席

しました。卓話がんばってね。②皆出席をい

ただきました。皆様のおかげです。

市川　慎二／ナムフォンさん、タイのお話楽

しみです。

岡田　清七／ナムフォンさんの卓話、楽しみ

に聞かせていただきます。

吉原　則光／ナムフォン・ナラサワットさん、

卓話楽しみにしています。よろしくお願いし

ます。

田川　富男／ナムフォン・ナラサワットちゃ

ん、ホームシックになっていませんか。ガン

バです！

二宮麻理子／①先日は歓迎会をしていただき

ありがとうございました。②ナムフォンさん

ようこそ。学校には慣れましたか。
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杉山　雅彦／先週は歓迎会ありがとうござい

ました。皆様からの心温まる歓迎を頂き、感

激しております。これからも宜しくお願い致

します。

北澤　正浩／①先日の中華街での親睦会では

おいしい料理を堪能させていただきました。

皆さんに感謝です。有難うございました。②

ナムフォンさん、卓話楽しみにしています。

■卓話「タイについて」　　　　　
　　　　　　　　ナムフォン・ナラサワット

　皆さんこんにちは！今日はタイについて話

します。タイの国旗は、赤の意味はタイ人の

血です。白の意味は宗教です。青の意味はタ

イの王様です。昔、タイはサイアムとよばれ

ました。これはタイの地図です。タイは県が

76 あり、４の地方に分かれます。北と東北、

中央と南です。それぞれの地方には異なる習

慣があります。たとえば地理と洋服と建物と

旅行場所と食べ物と言葉です。

　タイの王様について紹介します。写真はタ

イの王様で、名前は、プッミポル・アデュヤディ

シです。彼はラッタナコウシン時代の９番目

の王様です。彼は世界で一番長く王様をして

います。タイの為にたくさんのプロジェクト

をしました。たとえばフォンルアンプロジェ

クトです。これはタイに雨が降らなかった時、

農業のために雨を降らせました。

　次にタイの食べ物です。これは北の食べ物

です。これはカオソイ、カエンカエ、オルダー

フ、ナムプリックヌム、ナムプリックオンです。

北の食べ物は一番辛くないです。でもちょっ

と辛いです。

　写真下はナムトック、ソムタム、ラーブ、

カオニョウです。東北の食べ物です。ほとん

ど辛くて酸っぱいです。
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　次はカエンサトー、カエンリム、カナムヅー

ソ、カオヤムです。南の食べ物です。南の食

べ物は一番辛いです。

　最後は中央の食べ物です。これはパットプ

リョウワーン、カエンソム、トットマン、パッ

トパック、トムヤンクンです。

これはタイの民族服です。ちがう時代にちが

うスタイルがあります。いくつかのスタイル

は西洋の影響をうけました。

　次は地域ごとの観光地です。これはチェン

マイです。北の有名な観光地です。チェンマ

イはたくさんの国で有名です。日本でも有名

です。そして、クームアンです。タイのお正

月のお祭りです。とても有名です。今年のお

正月に私もロータリーの留学生の友達と行き

ました。たくさんの外国人がいました。

　これはプークラデュンです。東北地方にあ

ります。プークラデュンの日の出を見たらと

ても良い思い出になります。日の出の前は霧

の海がみられます。
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　次はプーケットです。南にあります。日本

でとても有名で、たくさんの外国人がいます。

パトンビーチ、プロムテープケープは有名な

観光地です。プーケット以外でもグラビー、

サムイ島、カーノンビーチがおすすめです。

　最後はバンコックです。中央にあります。

たくさんのタイのお寺があります。ワットプ

ラシーラッタナサーサダーラームはきれいな

お寺の一つです。ヤワラー通りというチャイ

ナタウンがあり、たくさんの金のお店と中華

料理屋と市場があります。

　次は私の県です。名前はナコンシータッマ

ラットです。南にあります。たくさんの山と滝、

森、海があります。

これはワットプラタートです。このお寺は有

名なお寺の一つです。これはカーノム海です。

ナコンシータッマラットの有名な海です。き

れいなビーチとピンクイルカがいます。

 私のタイの学校の名前はカンラヤーニシー

タッマラットです。中学校と高校が一緒です。

中学校の勉強の専攻は科学数学専攻、英語専

攻、専攻なしに分かれます。高校の勉強は科

学数学専攻と数学専攻、英語専攻、中国語専攻、

日本語専攻、フランス語専攻、タイ語専攻が

あります。タイに住んでいた時私は英語の専

攻に入りました。これは私の教室の友達です。

最後にこれは私の家族です。

父の名前はスヴィトナラサワットです。私の

父はきびしいです。時々やさしいです。母の

名前はカノックワンホンサーです。母はやさ

しいです。いつも忙しいです。弟は名前はナ

ンファーナラサワットです。今はマレーシア

で勉強しています。以上、聞いていただきあ

りがとうございました。

■次週の卓話
　年次総会
　一般卓話　　　　後藤　英則会員
　　　　　　　　　　週報担当　今野　丁三
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平 成 2 5 年 1 0 月 度 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

％

％

％ ％

９日 16日

100

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

千　葉　和　裕

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　　正

川　瀬　恵津子

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

黒　瀬　一　敏

増　田　嘉一郎

松　本　英　二

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

31
27

２日

87.10

31
31 100

30
28 93.33

30
30 100

％

％

30
27 90

30
30 100

100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

100

100

50

75

100

100

100

75

100

75

25

25

25

50

50

25

25

25

100

25

0

0

50

50

25

50

25

50

100

175

125

125

125

150

125

125

125

125

100

125

100

100

100

125

125

150

125

125

100

100

75

75

100

100

100

75

75

75

50

100

100

75

100

100

25

25

0

25

0

25

25

25

50

25

0

25

50

100

100

100

100

125

100

100

100

100

100

125

100

100

150

太　田　勝　典

大　谷　蓉　子

斎　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

関　口　友　宏

杉　山　雅　彦

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

内　田　　　敏

漆　原　恵利子

綿　貫　守　一

矢　田　昭　一

山　崎　良　三

吉　野　寧　訓

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

23日

％

％

30
27 90

30
30 100

－出席規定免除－


