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第2559回 例会プログラム
●例 会 場／東山荘記念館食堂
●開 会 点 鐘／12：30
●ロータリーソング／心をあわせて
●内
容／第３回クラブ協議会
全員

会 員 慶 事
●会員誕生日／４月29日
●夫人誕生日／４月25日
４月28日
●結婚記念日／４月29日
４月29日
４月30日
５月 ５ 日
５月 ５ 日
５月 ８ 日
５月 ８ 日
●皆 出 席／４月19日
４月23日
４月24日

会 長 挨 拶
望 月

週報

茂

ロータリアンの皆さまへ
平素より大変お世話になっております。
ロータリーでは最近、バリー・ラシンＲＩ会長、マー
ク・マローニーＲＩ会長エレクト、ジョン・ヒューコ事務
総長ならびにそのほかのロータリーリーダーを装った複数
のコミュニケーションやソーシャルメディアアカウントが
出回っていることを確認いたしました。コミュニケーショ
ンにはEメール、WhatsAppやViberといったアプリが含
まれています。ソーシャルメディアのアカウントについて
は、リンクトイン、ツイッター、フェイスブックが対象と
なっています。
これらは正式なロータリーからのコミュニケーションで
はなく、資金や個人情報を不正取得するためのフィッシン
グやスプーフィングです。目的は、ロータリーの活動への
資金支援を名目に、ロータリー会員から資金を騙し取るこ
とだと考えられます。
ロータリーでは、会員、プログラム参加者、職員のデー
タを安全に保つための継続した取り組みの一部として、こ

小野篤之君
５月５日 山内強嗣君
渋谷 一君 ご夫人 和子様
豊山 篤君 ご夫人 佳子様
渋谷 一君 和子様 ご夫妻
長田 崇君 久恵様 ご夫妻
秋田悦夫君 恵美子様 ご夫妻
勝又博文君 誠子様 ご夫妻
勝又英和君 希志子様 ご夫妻
菅沼 久君 久代様 ご夫妻
池谷正徳君 潤子様 ご夫妻
神谷高義君（ロータリー歴35年）
大胡田明寿君（ロータリー歴10年）
稲葉博之君（ロータリー歴35年）

れらの詐欺行為の動向を監視し、適切な対応を行ってい
ます。また、リンクトイン、ツイッター、フェイスブッ
ク、WhatsAppと協力し、これらの偽りのアカウントを
削除する作業を行っています。また、ラシン会長、マ
ローニー会長エレクト、ヒューコ事務総長の正式なアカ
ウント自体が不正アクセスされた形跡はありません。
このような事態に備えるため、ロータリー会員の皆さ
まには引き続き、以下の点にご注意いただけますようお
願いいたします。
・金銭を提供する、金銭を要求する、または個人情報の
提供を求める不信なメッセージは無視する。
・不信なメッセージの添付を開いたり、含まれているリ
ンクを開くことはしない。
・送信元の信憑性を確認するため、Eメールアドレスや署
名の部分に細心の注意を払う。
会長、事務総長、またはそのほかのロータリーリーダー
を装ったと思われる不信なメッセージを受領された場合
は、そのメッセージをfraudreport@rotary.orgまでご転
送いただいた上、即座に削除していただけ
ますようお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
国際ロータリー最高情報責任者
会長挨拶用
ＱＲコード
リック・キック
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4/18のスマイル
先週、４人目の孫が誕生しました。
初めての女の子で、大喜びです。
追伸

８月には５人目の孫も生まれます。

たぶん男の子です。勝又英和君

BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう

司 会
長田 崇君

５月２日は
休会です

ソングリーダー
秋田悦夫君

次 回
５月９日の
例 会

出席報告
長島和彦君

会員誕生日
滝口喜徳君

★名鉄菜館 ★12：30点鐘
★現代の若者をどう理解しどう導くのか
青少年奉仕委員会 委員長 勝又 厚君
㈱ノースゲイト
取締役副社長 岡田美幸様
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心地。人口2,104万人の大都市はインド発展の「先駆的な
沸騰する都市」です。インドの首都デリーは、人口2,570
万人の巨大な勢いの「進化が渦巻く都市」です。特に、
ニューデリーは1911年よりイギリスの直轄により 緑の
多い庭園都市づくり をキャッチ・フレーズに都市建設さ
れました。今では端正な美しさとうるおいのある見事な都
市になっています。
次は「ガンジスに学ぶ」です。インドは日本にとってひ
じょうに縁の深い国です。仏教の源流はインド、釈尊の降
誕の地のルンビニー、成道の地のブッダガヤ、初転法輪の
サールナート、涅槃の地クシナガラが４大聖地です。
釈尊の教え、八正道は涅槃に入るための実践徳目です。
正見、正思、正語、正業、正命、正精進、正念、正定です。
すべてにおいてまずありのままを見ることから始まります。
またコルコタ（カルカッタ）の【死を待つ人の家】の創
設者、マザーテレサの有名な言葉に、サクソンと同じ教え
があります。
思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから
言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから
行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから
習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから
性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから
またインドは０の発見がされた国、人々の営みが一瞬に
して０に帰す、ガンジスの大洪水。出会った人々の目に憂
いがあるのもあきらめから来るものでしょうか。
そして数の単位に、一、十、百・・・恒河沙（10の52
乗）があります。恒河沙（ごうがしゃ）の恒河はガンジス
川のことです、その砂粒のごとくの数です。どうやって数
えたのでしょうか。合掌

「職業奉仕いろいろ」

職業奉仕委員長

勝又重春

職業奉仕副委員長

神谷高義

君

君

職業から得た情報や知見の話しをすることも、職業奉仕
の一つの考え方です。そこで、「インドの文化めぐり」を
主題に正副委員長がリレーでビジュアルに話をする。話の
分野も建築士・勝又は「建築、美術、都市」について、住
職・神谷は「ガンジスに学ぶ」です。
「建築」では、アグラに建設されたイスラム教の霊廟
「タージ・マハル」（世界遺産）です。タージ・マハルは
ムガル帝国の第５代皇帝ジャハーンが、最愛の妃マハルの
死を悼んで造らせた白亜の霊廟と庭園。大理石や宝石も多
用し、装飾美術の粋を集めた清楚ながら華麗なタージ・マ
ハルはインドの至宝です。
「美術」は、インド西部のワゴーラ渓谷のインド最古の
「アジャンター石窟寺院群」（世界遺産）です。仏教美術
の原型とされる絵画や彫刻が現存する大小30の石窟。紀
元前２世紀から紀元７世紀の間に造作。第１石窟の壁画は
「法隆寺」（世界遺産）の壁画のモデルのようです。
「都市」はムンバイとデリーです。港湾都市ムンバイは
陸・海・空交通の要衝地で、工業・商業・金融・観光の中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4/18の出席報告
4/4のメーキャップ
会員数

出席計算に
用いた会員数

出席者数

暫定出席率

前々回の
確定出席率

４月４日

大 阪Ｅク ラ ブ

若林洋平君

56名

54名

43名

79.63％

100％

４月11日

大 阪Ｅク ラ ブ

勝又安彦君

秋田 敬君・堀口廣司君・大胡田明寿君・斉藤礼志君
渋谷 一君・鈴木榮一君・鈴木善明君・内海宣彦君
若林洋平君・山口幸男君・山﨑伊久雄君

４月11日

北海道Ｅクラブ

根上眞一君

４月12日

北海道Ｅクラブ

豊山

欠席者
（11名）

篤君

※やむを得ず欠席される方は、
午前９時50分までにご連絡下さい。

★2019年５月 御殿場ＲＣ例会プログラム★
月

日

５／ ２
５／ ９
（2560回）

５／16
（2561回）

５／23
（2562回）

５／30
（2563回）

時 間

会

場

内

容

担当及び卓話者

特 別 休 会
12：30

名鉄菜館

現代の若者を
どう理解しどう導くのか

12：30

名鉄菜館

健康づくりに取り組もう

6：45

LaLa GOTENBA

12：30

東山荘講堂

国際ロータリー第2620地区

早朝例会

探鳥会

美味しく食べて健康に

青少年奉仕委員会 委員長 勝又 厚君
㈱ノースゲイト 取締役副社長 岡田美幸様
御殿場市健康推進課 保健師長
ガバナー補佐訪問

宮島千知様

親睦活動委員会 委員長 池谷正徳君
日本野鳥の会東富士支部 支部長 菅 常雄様
静岡市立蒲原西小学校
管理栄養士 植田知里様

望月
芹澤

茂
正明

鎌野

篤志

