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Weekly 

Report 

会 場 監 督 小島條太郎 SAA 

国歌・会歌指揮 黒木則光 会員 

＝ 本日のプログラム ＝ 

卓話・ロータリーの友紹介 

卓  話 

・―日本とインドの関係―

「インドを知ると世界の見方が変わる」 

ロータリー財団学友会 石田康之 様 

━ 会長挨拶・報告 ━ 

〇会長挨拶 

・11月に入り、立冬と

いうことで今朝、女房に

柚子を採ってねと言われ

ましたが、忘れちゃいま

して夕方採りたいたいと

思います。少し温度も高

いのですが、皆さんも柚

子湯にでもゆっくり入っ

てよく温まって頂ければと思います。 

・会津の方の写真が出来たと山崎さんから言われましたの

で、回覧いたします。 

・本日、次次年度会長ノミニー選出のための指名委員会を

立ち上げました。連絡・お願いが行った際には素直に受け

て頂ければ有難いです。 

・事務局が11月末日までに商工会議所の2階から404

号室に移転する。20～22日に引っ越す 

http://www.atsugi-naka-rc.com/
mailto:info@atsugi-naka-rc.com


 

 

＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日 12:30 ＝ 

ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com 

 

 

○ガバナー事務所 より 

・11月ロータリーレート １ドル＝112円 

・財団室ＮＥＷＳ 11月号 

・第６回ｲﾝﾀｰ･ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会／第６回 ICA ｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

開催のご案内 

 2018年11月17日(土)13:00～第一相澤ビル 

○厚木法人会 より 

・第13回地域ふれあい講演会のご協力のお礼 

○ＴＮＫ東日観光㈱ より 

・2019年国際ロータリー年次大会(ハンブルグ大会) 

 参加募集案内送付のご案内 

━ 幹事報告 ━ 

○例会変更 より 

・厚木ＲＣ 

11月20日(火)→認証

状伝達記念移動例会 

点鍾18:00  

場所：セルバジーナ 

厚木市七沢808 

12月18日(火)→忘年

親睦例会 点鍾18:00 

  場所：レンブラントホテル厚木 

12月25日(火)→休会（定款第8条第1節により） 

   1月1日(火)→休会（定款第8条第1節により） 

  1月10日(火)→厚木4クラブ合同賀詞交歓会に振替 

・次週当クラブの例会は、アーバンホテル18：30点鐘夜

間例会となり、会費は6000円です。 

━ 委員会報告 ━ 

〇親睦委員会         藤川孝幸 担当委員 

・クリスマス例会担当の命を受けましたので、今年の概要

とお願いをいたします。 

いつ…   12月23日(日) 12：30点鐘 

どこで…  レンブラントホテル厚木 

なにを…  ロータリークリスマス会 

どのように…“インター・ローターアクターの出しもの”

から“プロの〇〇゛〇。○によるスペシャル

ショー”そして、ビンゴゲームでの大プレゼ

ントタイム等々、年忘れのお楽しみ会！ 

ぜひ、会員ご家族お誘い合わせて頂き、年の瀬を明るく楽

しく元気よく過ごしましょう！！！ 

会費自体は… 会員1名につき1万円です。会員数が激減

の折りですが、インター・ローターアクターも一緒に楽し

みたいので、会員の皆様の良識あるスマイルを信じており

ます。(かつてあるロータリアンが、家族一人につき最低で

も5千円はね…と呟いたとか?!) 

プレゼントは…子供たちの笑顔を沢山見られるよう、プレ

ゼントも一つ2～3000円以上で、ご家族

の人数以上の寄贈をぜひお願いいたします。   

 

〇ロータリーの友紹介管理事 三平 委員長 

11 月は財団月間という

ことで、RC 財団を中心

に書かれている。 

―キーワード― 

〈ヨコグミ〈〉 

P.8…RC 財団管理委員

会は今・ポリオ撲滅・6

つの重点分野 

P.20…ポリオ撲滅のガイド 

P.23…200人に1人の回復不能な小児麻痺 

P.25…2018年・３ヶ国に 

P.28…インターアクトについて 

P.34…インター・ローターアクトの全国大会 

〈タテグミ〉 

P.9…沖縄の３代続く女性会長のクラブ 

P.22…俳句・短歌・川柳 

   「お迎えはゆっくり来てと踊ってる」 

「人生のあの一言で舵を切る」 

━ お祝い行事 ━  

飯田久夫 出席・ｽﾏ委員 

配偶者誕生…11日 佐々木尚壽 会員の奥様 早苗 様 

結婚記念日…10日 山崎ご夫妻 11日 池本ご夫妻 
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━ スマイル ━ 

☆お客様からのスマイル 

【高橋滋樹 当地区RC財団委員会】 

本日は地区財団の委員会からまいりました。よろしくお願

いいたします。 

 

☆当クラブ会員のスマイル 

【笹生会長・五十嵐幹事・西副会長・山口昇会長ﾉﾐﾆｰ・石

川副幹事】 

本日は卓話例会です。ロータリー財団学友 石田康之様、

どうぞ よろしくお願いいたします。 

髙橋様、ようこそいらっしゃいました。 ごゆっくりして

いって下さい。 

【齊藤・藤川・笹生・五十嵐・石川 会員】 

山崎さん、福島県熊町小“あゆコロ文庫”への図書寄贈な

らびに被災地訪問の写真を誠に有難うございました。厚く

御礼申し上げます。とても楽しい想い出となりました。 

【建部 会員】 

柿がたわわに実ったのでスマイルします。 

【山口光正 会員】 

本日、所要の為早退します。 

■本日もスマイルにご協力有り難うございました。 

 

━ 卓話 ━ 

〇卓話者ご紹介…高橋滋樹 会員(秦野RC) 

・当地区の平和フェロ

ー・奨学金・VTT委員。 

財団月間での財団学友の

卓話者・石田康之様の紹

介。 

平和フェロー…世界平

和と紛争予防の担い手と

なる人材を育て、平和推

進者の世界的ネットワークを構築。 

当地区では2名のフェローが三鷹の国際基督教大学ICUに

留学している。 

RC奨学金…世界平和を目指す学生を育て、将来世界平和

のために皆様の寄付が役立つことをご理解いただきたい。

奨学生は毎年4月に応募開始し、11月に選考試験を計画・

実施。合格者には学友会とともに留学の支援を行う。ロー

タリー奨学生として緒方貞子さんや中満泉さんの活躍は有

名。 

VTT…かつてのGSEに近似。クラブが計画した国際的に

職業人を育てるプロジェクトの実施までを支援。界の行方

を決める。 

最近では横須賀RCが東南アジアの歯科医を招き、教育を

しようと計画している。 

〇卓話…石田康之 RC財団学友 

日本とインドの関係 ：  

インドを知ると世界の見

方が変わる !？ 

はじめに ―私とインド

との出会いと日印関係の

研究 

１９９９年国際親善奨学

生としてイギリスのウェ

ールズへ留学し、国際関係学を学んだ。 

その後インドへ留学。帰国後、外務省で南アジアの調査・

研究。これらはロータリーの奨学金を頂いたお陰で出来た

ことだと思う。 

1. インドとインド人は、特別な親日国だが、片思いの状

況が続いている。 

２. 日印間の人的交流や経済関係の伸び悩みをデータで

比較。 

３. なぜ日本人にとって、インドは理解し難く遠い国なの

か? 

４. 「巨象」に例えられるインドの概観 

・インドとインド人の特徴 

 ・基本データでみるインドの現状 

 ・２１世紀に「グローバル・パワー」として世界に台頭

するインド外交 

５. 日本とインドの歴史的関係 
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 ・６世紀に仏教の伝播と受容(天竺・インドは、西方浄土

の憧れの地) 

 ・日露戦争後から第２次世界大戦まで、日本はアジアの

モデルで、インドの独立運動を支援 

 ・第２次世界大戦直後の「友好」関係から、冷戦期の「停

滞」関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６. 「日印グローバル・パートナーシップ」がアジアと世

界の行方を決める。 

終わりに ―インドから日本は何を学ぶことができるか？ 

      インドの魅力とは？ 

以上の内容を大変興味深く、また分かり易く、お話しいた

だきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ―例会スケジュールー  点鐘12：30  会場 レンブラントホテル厚木        《出 席 率》               

日時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

11/14 夜間親睦例会 クラブ管理運営委員会  

    29名 3名 

11/21 休  会   

11/28 卓話・11月度理事役員会 クラブ管理運営委員会  出 席 率 前々回修正出席率 

12/ 5 年次総会 会  長  

    86.96％     90.91 ％ 

12/12 卓話・12月度理事役員会 クラブ管理運営委員会  
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