
第 2691回例会

《司 会》  相原 雄治 君

《合 唱≫  「君が代」「奉仕の理想」

《BGM》      「Gipsy Kings」

≪ 来 費 》  国際ロータリー第 2620地 区

ロータリー財団委員会

副委員長 曽根 員人 様

《ビジター》 海野育男君 (浜松 RC)

渋谷 ― 君 (御殿場 RC)

結婚記念日

11月 7日 杉山明喜雄君

11月 10日 古橋剛俊君
11月 12日 長島秀親君

Rotary Club Of Shizuoka East

あ り得たかもしれない別の人生があつたかもしれ

ない。 しか し人生はたつた一度で、結果 としてた

った一つの道 しかないものです。

その「使われなかつた人生J選ばれなかった人生

を本の中に見つけることがあります。

テレビなどの映像ではなく、活宇による想像力は

読み手のイメージカによつて広が ります。本を読む

ことで感銘 し、自らの経験に重ねることで世界が広

がることがあります。読書の効用の重要な一つです。

本の面白さは、読んでみて初めてわか ります。

ところで私たちは、本の名前は良く知つているの

に、案外、その本をちゃんと読んでいないことに気

がつきます。たとえば、夏 日漱石の「草枕Jですが

草枕の冒頭は「山路を登 りながら、こう考えた。智

に働けば角が立つ。情に悼せば流される。意地を通

せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。住みに

くさが高 じると、高い所へ引き越 したくなる。どこ

へ越 しても住みにくい と悟つた時、詩が生まれて

画が出来るJで始ま ります。この書き出しは、漱石

が熊本の学校の先生時代に、山道の向こうの坂の上

の茶屋にいる可愛い女の子に会 うために通つてい

たときのことを、坂道を上 りながら書いたといわれ

ています。私も熊本で実際にその道を上ってみまし

た。かな り長 く急な坂道でした。体験 してさらに深

くその想いを理解できたかもしれません。

源氏物語の「雨夜の品定め」とい う有名なシーン

での、左馬頭 (ひだ りうまのかみ)の話で「自分の浮

気は棚に上げ、妻の浮気は許さないJと 言つていま

す。

この時代、結婚は「夫の通い婚Jで したから  妻

はただ家で夫を待つしかない。その代わり、夫があ

まり妻のところを訪れないと、他の男が通うように

なつても夫は文句が言えなかつたようです。それで、

夫は妻の貞操に常に不安を抱いているという事実

が背景にあるセリフです。そのような平安時代のあ

りようを想像してみると面白いかもしれません。

秋の夜長を、読書をして楽しまれたらいかがでし

ょう。新しい発見があるかもしれません。ちなみに
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《本日のお祝い≫

お誕生 日

該当事項なし.

《会長挨拶要旨》

読書週間にちなんで

1  10月 27日 から 11月 9日 ま

での秋の 2週間は、読書週間で

す。これにちなんだお話をした

いと思います。
「読書週間Jと は、読書を推進

するために、 日本図書館協会

が始めたものです。

最近では、国民の間で本を読ま

なくなつたと言われ、今年前期の lヵ 月間に 1冊も本

を読まない若者は43%に も及ぶと言われています。

2 その読書の効用、読書を何のためにするかは人そ

れぞれでしょう。本を読んで、本の世界にいるとき

私たちは、実は新しい体験をしています。

世界は、使われなかつた人生であふれています。

あの分かれ道で左ではなく右へ行つていたら、人

生は別のものになつていたかもしれないと思うこ

とがあります。

平成 26年 11月 6日 天候 曇リ



私が最近読んだ本は、三島有紀子の『ぶどうのなみ
だ』という本です。映画『ぶどうのなみだ』の原作
です。
《新入会員紹介》

この度、株式会社セイセイサーバーの長日きみの

君が入会いたしました。

トータル 5億 2,500万 ドルを集めることができ、日標

達成に大きく貢献できます。最後の努力にご支援を宣

しくお願いいたします。

《スマイル報告》

戸塚 敦雄 君    11月 3日 に藍綬褒章を授与して頂ける

旨の発令がありました。静岡県卸酒販組

合の理事長を務めている事によるものと

思います。会員の皆様からはお祝いのメ

ッセージ等を沢山頂きました。感謝して

スマイル致します。
杉日 至弘 君

用して、静岡東RCが他の 2つのクラブと共同で、ス

リランカで実施するプロジェクトに関するお話と、最

後の段階に入つたポリオ撲滅運動に関するお話をさせ

ていただきます。

グローバル補助金はこれまでのマッチング グラン

トと異なり、継続性のある比較的大規模なプロジェク

トに資金が提供されます。また、これまでの教育的や

文化的なプロジェクトは対象にならず、途上国がいま
一番求めている人道的なプロジェクトに限つて、援助

されます。また地区補助金と違つて、必ずしもクラブ

が資金提供の義務はありません。アイデアと汗を流し

て、途上との貴重な奉仕事業が共同で実施できます。

今回、当クラブが参加されていますプロジェクトは

総額 1,000万 円近い大きなプロジェクトで、スリラン

カの地方の小学校 9校に衛生的なトイレや安全な飲み

水を得るための浄化設備等を提供するプロジェクトで

す。現地のニカウェラティアRCが実際の工事の管理

をします。

10月 29日 にロータリー財団から現地に補助金が交
付されました。完成には8ヶ月かかる予定です。完成
したら是非現地での視察をご一緒にしたいと思います。
話は変わりますが、ポリオ撲滅運動が最終段階に入

りRIは世界的な連携の下、皆様のご協力をお願いし

ています。ポリオ(急性灰白髄炎)は ウイルスによる伝
染病で、幼児へのフクチン投与が重要です。有効な治
療法はなく、生涯ポストポリオ(後遺症)に悩まされる

場合もあります。

ポリオ撲滅の歴史は長く、ロータリーは 1979年に
フィリピンで最初の活動がはじめられました。その後
いくつかのキャンペーンを展開し、皆様からご寄附を

頂きました結果、1988年 にポリオ常在国は 125か国あ

りましたが、現在では、ナイジェリア、パキスタン

アフガニスタンの3か国にまで減少しました。
しかし、まだ撲滅に至っておりません。紛争でフク

チン投与ができない地域があり、そこから他の国への

感染も報告されています。2018年までにポリオを撲滅

させるための最終の努力として、ロータリーが毎年
3,500万 ドル寄付を行えば、ビル・グイツ&メ ンバー

リング財団はその倍額の 7.000万 ドルを5年間にわた

つて、寄付すると約束しました。これが実現できれば

国際ロータリー第 2620地 区
ロータリー財団委員会

副委員長 曽根員人 様

11月 のロータリー財団月間

にお招きいただき、お話させて

いただきますことを感謝申し上

げます。

今回はグローバル補助金を活

月を越してしまいました。10月 26日 の誕

生日の日は峠の国盗り綱引合戦で長野県と

の県贅の兵越峠まで行つて来ました。遠州

軍はこのところ3連敗でしたが 私の誕生

曰を祝つてくれ久しぶりに勝利しました。

感謝してスマイルしま丸

次男の結納が無事終り残るは 1人 なん

とかしなければ

戸塚会員 藍綬褒章おめてとうござい

ます。戸塚会員がコメントされていまし

たが、私も年齢を考えて 量から質へ転

換したいと思います。

また、結婚記念日のお花有難 うござい

ます。家内が毎年楽しみにしています。

33年 目になりますが、家内には、サンザ

ン(33)蓄労を掛けたと思います。罪減ぼ

しに、当日は温泉旅行に出かけます。

長日きみのさんの入会を心から歓迎い

たします。

新入会員として長日さんをお迎えでき

たことを喜びとして.仲間になりましょ

う。

大道芸ワール ドカップが無事終了し有

難うございました。またこの度のい平喜

戸塚社長のはれの褒華ご受華を祝してス

マイルします。

当社の販売員が先月行われた “ミセス

日本グランプリ"の 30代の部門でグラン

プリを受賞しました。有難うございます.

ロータリー財団月間での曽根員人さん

の卓話に感謝して。

10口 は 41回 目の結婚記念日です。ど

んなたが届くか楽しみです。

入会の記念にスマイル致します.

曽根員人さんの卓話に感謝してスマイ

ルします。一昨口奈良の正倉院展に行き

ました。大人気で長蛇の列でした。正倉

院御物が天平勝宝4年 (752年 )の 大仏開

眼供姜会以来 1300年近くにわたり大切

に保管されていることに感動しました。

柴日 啓之功 君

杉山 明喜雄 君

曽根 正弘 君

伊藤 洋一郎君

大角 普朗 君

丹波 亨 君

神野 一成 君

古橋 円1俊 君

長口 きみの君

望月 康弘 君

《会員卓話》

《出席報告》
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

l1/0 54(53) 41 12

10/30 63(50) 43 7

10/23 53(49) 25 24 11 13 73 47%


