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「それでこそロータリー」
芹澤 達之 会長
横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

和田

光弘

様

誕生日祝
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)6 月 20 日
出席対象
総数
数
24 名
24 名
（前々回)6 月 6 日
出席対象
総数
数
24 名
24 名

横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長
和田 光弘様

出席数
14 名
出席数
18 名

出席率
58.33％
出席率
75.00％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
6/9
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐連絡会議
伊与田あさ子会員
6/19 横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子会員
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メークア
ップ
6名
メークア
ップ
2名

計
20 名
計
20 名

修正出席
率
83.33％
修正出席
率
83.33％

「ニコニコＢＯＸ」
和田光弘様（横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
お久しぶりにお伺いいたしました
三役
和田会長、ようこそお出で下さいました。おくつろぎください
伊与田あさ子会員 ｱﾄﾗﾝﾀ国際大会へ行かせて頂きありがとうございました。とても
勉強になりました。
鈴木達治会員 欠席が続き申し訳ありません
千葉 茂会員 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ和田会長 ようこそいらっしゃいました。
どうぞごゆっくり。伊与田さん、ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
海老名敬子会員 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ和田様ようこそ。ごゆっくりお過ごしください。
お写真をありがとうございました。
伊与田様 国際大会よろしかったですね。お話楽しみにしております。
ニコニコＢＯＸの合計は 13,000
13,000 円(累計 563,000
563,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します

大口寄付者
伊与田あさ子会員

出席報告
小出純子会員

ﾆｺﾆｺ報告
海老名敬子 SAA

「会長あいさつ」
・ﾛｰﾀﾘｰ財団より 10000 ㌦以上寄付者伊与田あさ子会員へｸﾘｽﾀﾙとﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄが届いてお
ります。沢山のご寄付をありがとうございました
・IM にご出席の会員の方へ横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの和田会長より写真を頂いております。
ありがとうございました

「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
・2017-18 年度地区ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ及び第 2 回補助金管理ｾﾐﾅｰのご案内
日 時 ７月１５日（土）①R 財団ｾﾐﾅｰ
13：00～15：00
②補助金管理ｾﾐﾅｰ 15：15～17：00
場 所 JR 辻堂駅北口 ｱｲｸﾛｽ湘南６階「E 会議室」
◎2017-2018 年度第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会のご案内
日 時 ７月１０日（月）18：30～
場 所 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
会 費 5,000 円
◎回覧 ①横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
◎配布 ①第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM 報告書
◎横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
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｢スピーチ｣

【米国ｼﾞｮｰｼﾞｱ州ｱﾄﾗﾝﾀ国際大会参加報告

伊与田あさ子】
伊与田あさ子】

ｱﾄﾗﾝﾀ国際大会へ参加させていただきまして、本当にありがとう
ございました。 今回は前半を皆さんと一緒に、後半を単独行動
という形で行ってまいりました。
6 月 11 日の開会式は、我々は３時半からの午後の部で、せっか
くなら前の方をと前から６番目の席を確保し、日本語訳のｲﾔﾎﾝを
つけ参加しました。
財団 100 周年記念の鐘の紹介と歓迎の言葉、開会宣言、市長の祝辞、慈善家ﾗｼﾞｬｽ
ﾚｰ･ﾋﾞﾙﾗの講演、そして ｼﾞｮﾝ･ｼﾞｬｰﾑ RI 会長の歓迎の言葉と家族紹介があり、最後を
ｱﾄﾗｸｼｮﾝで締めるといった内容でした。
夜は 2780 地区参加者による「地区ﾅｲﾄ」がｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝで開催され、佐野ｶﾞﾊﾞﾅｰはじ
め約 70 名が参加しました。
あくる日より同行した皆さんとお別れし、日本人は全くといっていなくなりました
が、単独で２日目の大会と午後からの分科会に参加しました。ちょうどﾎﾃﾙが RI 会長
代理で地区大会の時お世話になりました舟木いさ子さんと同じでして、これから２日
目の本会議と分科会に出ますとお話すると、「あなた偉いわね。しっかり勉強して」
と励まされました。この日はﾋﾞﾙ･ｹﾞｲﾂの基調講演があるのできっと混むだろう、絶対
前の方の席を取ろうと早朝のｼｬﾄﾙﾊﾞｽに乗りたくﾊﾞｽ停に行きました。大勢の人だかり
で一台目には溢れてしまい２台目に乗り込みましたが、予想通り日本人は私一人のみ
で「一人で来たの？」「えらいね！仲間はどうしたの？」と質問攻めで、ﾗｯｼｭの時間
で道路は渋滞しましたが、おかげさまで楽しく過ごせました。
会場へ着くと前の方はもう全然席がなく、それでも１つくらいはと探すとｱﾒﾘｶ人の
ｸﾞﾙｰﾌﾟの真ん中に１つぽつんと空いていていました。座っていいかと聞くと「日本
人？えっ、ひとりなの？どうぞ、どうぞ」と大歓迎を受け、またもや質問攻め。
私の姿勢がいいのがよほど目立ったらしく、元ﾊﾞﾚﾘｰﾅ、現在ﾊﾞﾚｴｽｸｰﾙ経営ですと自
己紹介すると周りがどよめき、びっくりしました。
本会議が始まり、RI 理事の紹介がありました。外国人に混じり 2016-17 年度に斎
藤直美さん(豊田 RC)、2017-18 年度は石黒慶一さん(鶴岡西 RC)と斎藤直美さんのお
２人が壇上で紹介されますが、客席の皆さんご自分の国の理事が紹介されるたび「ｳｵ
ｰ!」とか「ｲｴｰｲ!」ととても賑やかく、見回すと日本人は私一人しかいないので日本の
紹介の時は寂しいなと思い、周りのｱﾒﾘｶ人に「ﾈｸｽﾄ､ｼﾞｬﾊﾟﾝ｡ﾈｸｽﾄ､ｼﾞｬﾊﾟﾝ」というと
みなさん「うん、うん」とうなずいてくれ、いざ斎藤さんや石黒さんが呼ばれると私
と一緒になって「ｳｵｰ!」と叫んでくれました。
ﾋﾞﾙ･ｹﾞｲﾂの基調講演はこの３０年間のﾎﾟﾘｵ撲滅運動の軌跡、なぜ撲滅にこんなに時
間がかかるのか、発症がｾﾞﾛにならない理由に戦争や紛争、交通手段がないためにﾜｸﾁ
ﾝ投与にいけないことはわかりましたが、迷信や昔からの風習で「こんなものを体に
入れてはいけない」といったﾜｸﾁﾝへの疑惑や接種拒否があることは大変残念に思いま
した。
ﾋﾞﾙ･ｹﾞｲﾂの人気は想像以上で、実は私もこの人が現れた時にはたいへん衝撃を受け、
以後ずっと興味を持っていましたので今回講演を聞けて良かったです。
午後は 12、13、14 日の３日間に 100 個の分科会が開かれ、そのうち７つに日本語
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の同時通訳が入るとのことで、私は Flexibility and Change(柔軟性と変更)と First
Impressions Matter(第一印象がｶｷﾞ)の二つのｾﾐﾅｰを受けることにしました。日本語
の同時通訳が入っていましたが日本人は一人もいませんでした。「柔軟性の変更」の
分科会では定員 100 名はほぼ満席で、新しい例会形式の成功例をもとに、いかに例会
を退屈させず会員の興味を引くかとかｸﾗﾌﾞの活性化とかのｾﾐﾅｰで、さすがｱﾒﾘｶ、夫婦
ｽﾜｯﾋﾟﾝｸﾞ(夫婦交換)のように、会長を他ｸﾗﾌﾞと入れ替えて例会を開くお話には会場が
とても沸き上がりました。１時間半のｾﾐﾅｰの後半 20 分位は参加者の発言の場で自分
のｸﾗﾌﾞでやっていること、やりたいことなど手を挙げてｽﾋﾟｰﾁするのではなく、会場
中央に２台のﾏｲｸが置いてあり、ｽﾋﾟｰﾁしたい人は並んで順番に右のﾏｲｸの人、左のﾏｲｸ
の人と次々１分間「ｶｰﾝ」とﾍﾞﾙが鳴るまで英語でｽﾋﾟｰﾁする方法で、とても盛り上が
りました。世界中のﾛｰﾀﾘｱﾝが、中には母国語が英語でない人がたどたどしい英語で自
分のｸﾗﾌﾞの例会の様子やこれからの希望を 20 名近く次々ｽﾋﾟｰﾁし、とても感動しまし
た。私の隣のｶﾅﾀﾞ人がｽﾋﾟｰﾁを終え席に戻ると私にも発言しろとけしかけ、何かしゃ
べらなくてはとﾄﾞｷﾄﾞｷしながら少ないﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰで文章を作っているうち時間となっ
てしまって「あーあ」となり、半分「あーよかった」半分「残念！」でした。
続く「第一印象がｶｷﾞ」は入会候補者と新会員の心をつかむためのｾﾐﾅｰで、これか
らﾛｰﾀﾘｰへ入ろうとする人への初めての印象づけ、私も今年度新会員の集いをｶﾞﾊﾞﾅｰ
補佐の企画として開きましたので、とても興味深いものでした。しかしながら外では
雨が大降りとなり、帰りのﾊﾞｽにうまく乗れないのではと心配で途中で帰ってきてし
まいました。今思うととても残念なことをしたと思います。
皆さんも国際大会の開会式や閉会式だけでなく２日目、３日目の本会議や分科会は
興味深いものがたくさんあり、日本語同時通訳もありますのでぜひ参加してみて下さ
い。
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