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■点鐘：守屋 紀忠

◇プログラム ・5月21日：会員増強フォーラム
◇出席報告

河本 親秀

FAX：0463-61-6281

■合唱：我等の生業
・6月4日：笹尾政儀さん、理事会

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(6名)小林､宮澤､石山､原

２３２６回 17(15)

１０

66.67％

－

－

斎藤(正)、笹尾さん

２３２４回 17(15)

８

53.33％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)

◇ゲスト

◇おめでとうございます

アルウイン・スプリアントさん (米山記念奨学生、

誕生日祝：

インドネシア)

百瀬恵美子さん(5/8)

東海大学大学院生文学研究科観光学専攻アルウイ

お祝い有り難うございます。

ン・スプリアントと申します。アルウインと呼んで

60ｳﾝ歳になりました。これから

下さい。インドネシアの学生です。日本に来て8年

70，75歳を目的に、最終的には

です。2006年秋に東海大学日本語別科で留学生のた

笹尾さんを目標にしたいと思っ

めの日本語を勉強しました。その前2005年、2ヶ月

ています！！

くらい埼玉の国際交流日本語センターで奨学金を貰

ソング)

って勉強しました。それで2006年2回目日本に来ま

結婚記念日祝：

した。そのきっかけは2005年に来た時に、何の役に

大藤勉さん(5/12)

(バースデー・

も立たない私に奨学金を呉れて、友達もとても親切

31回目になります。全然忘れ

にしてくれたので、よしっ、奨学金を貰ってもっと

ていまして、家に帰ったらきれ

日本語を勉強しようと思ったから。05年に日本に来

いな花が玄関に飾ってあり、そ

た時、なんて日本はきれいで、平和な動きなんだろ

れであれっ！と思い出しました。

うなと不思議な感じでした。そこで2ヶ月だけでは

素敵な花でした。有り難うござ

やっぱり･･･。もっと日本に住みたいと思ったから

いました。

です。

◇SAA大藤さん： 本日の食事は「ピンク・カレ
ー」です。総料理長が創られたお薦めです。
具は魚で豚/牛肉は一切入ってない。箱根プリンス
の名物料理だそうです。
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◇会長報告

守屋 紀忠会長

れている形になっていて、船主はある程度認める訳

アルウインさんようこ

です。1万匹、2万匹獲れる状況では大したことでは

そ！、本日は米山奨学生のア

なかった。それを町中の買ってくれそうな人に1匹

ルウインさんを迎えての例会

丸ごとで売りに来ます。魚屋で買うより遙かに安く

になります。

手に入った。3月下旬から4月下旬には鰤の質が落ち

1．先週の理事会の報告

て、中に寄生虫が出てきて、これを食べると身体に

1)前に決めた納会＝6月18－19

大きな悪影響が出ます。

日箱根龍宮殿は参加人員が少

この同心坊の話を大磯在住の劇作家で随筆家の高

なくてやっても意味がないと

田保が「ぶらりひょうたん」の中に書いています。

言うことで、会場を大磯プリンスホテルに変更し夜

従業員が魚を盗む事は褒められたことではないが同

間例会として行うことにしました。

心坊という言葉に興味を持ったようです。高田保は

6が18日午後６時開始9時頃解散。会費は5千円。

昭和25年まで大磯に住んで亡くなりました。次には

2)次年度会務分担は後ほど河本次年度会長から発表

高田保の話をしたいと思います。

して貰います。
3)本年度振り替えた50周年記念積立金30万円は会計

◇委員会報告

状況から戻すことにしました。

☆スマイルボックス

太田 知加子さん

・守屋紀忠さん：米山奨学生

◇幹事報告

井上 浩吉幹事

ｱﾙｳｨﾝ ｽﾋﾟﾘｱﾝﾄさん卓話よ

幹事報告：井上浩吉幹事

ろしくお願いします。百瀬

回覧：ハイライトよねやま

さん誕生日おめでとうござ

週報

茅ヶ崎、寒川RC

います。大藤さん結婚記念

サンパウロ国際大会案内

日おめでとうございます。

例会変更：寒川RC

・井上浩吉さん：アルウィン

平塚湘南よさこい祭り招待＝河本さん出席

さんはじめまして。誕生祝、百瀬さんおめでとうご
ざいます。大藤さん結婚記念日おめでとうございま

ブリ

◇一言：大磯港＝鰤漁と同心坊

す。

・河本親秀さん：米山奨学生 ｱﾙｳｨﾝ ｽﾋﾟﾘｱﾝﾄさんよ

井上浩吉さん
昔大磯では 大量の鰤が獲

うこそ。これから１年よろしくお付き合い下さい。

れました。3月の20日頃にな

大藤さん結婚記念日おめでとうございます。お仕合

ると鰤の大豊漁となりま

せに！百瀬さんお誕生日おめでとうございます。

す 。これが生 半可な数では

・百瀬恵美子さん：大藤さん結婚記念日おめでとう。

なくて、少ない時でも1万匹

アルウィンさんようこそ。誕生祝ありがとうござい

くらい獲れる。2万匹くらい

ます。

獲 れると今よ り規模が小さ

・新宅文雄さん：アルウィン君よろしくお願いしま

か った港の中 が真っ赤に血

す。大藤さん結婚記念日おめでとうございます。百

で染まるくらい活況を呈していました。大磯だけで

瀬さんお誕生日おめでとうございます。

は捌けないので、平塚、小田原或いは横浜の方へ送

・太田知加子さん：百瀬さん、お誕生日祝おめでと

り出す時に、船から陸揚げする鰤を天秤棒で担いで

うございます。アルウィンさんようこそ！大藤さん、

行くのですが＝この状況は昭和18年から25年までく

結婚記念日おめでとうございます。益々御活躍下さ

らい続きました＝その時に同心坊（棒ともいう）と

いませ。

いう船の持ち主に使われている従業員が揚がった鰤

・大藤勉さん：５月１２日結婚祝のお花を頂きまし

をくすねる訳です。そのくすね方がわざと鰤を紙に

た。ありがとうございました。早いもので３１回目

包み損なった態にしてわざと海に落とす。又1-2匹

を無事に迎えることができました。

いける

余分に担いでいってそれを落として砂の中に 埋 る。 ・田中敏治さん：ｱﾙｳｨﾝ ｽﾋﾟﾘｱﾝﾄさん、ようこそい
そして暗くなってそれを取り出して自分の小遣い稼

らっしゃいました。卓話宜しくお願い致します。大

ぎに売る。これを同心坊と言います。これは黙認さ

藤さん、結婚記念日おめでとうございます。百瀬さ
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ん、お誕生日おめでとうございます。

親睦、地区レベル或いは世界での親睦を深め、もっ
と楽しく、もっと面白いロータリーを目指しましょ

☆河本会長エレクト：

う。実践第一主義で行動することが素晴らしい奉仕

1．次年度理事・役員について

となり、プレゼントになります。

1 ) 鈴 木 さ ん 逝 去 の た め、
奉仕活動委員長を守屋さ

具体的な目標として

んにお願いします。守屋

1．奉仕活動：ポリオ撲滅最優先2018年目標

さんは奉仕活動委員長と

2．公共イメージの向上：

直前会長として理事会を

3．寄付：財団一人当たり200ドル以上、ポリオ撲滅

構成して頂きます。

40ドル以上、ベネファクター1クラブ1名以上、米山

2)SAAも鈴木さんが担当さ

記念奨学事業2万円以上

れることになっていましたが、これを田中さんにお

4．会員増強10％、衛星クラブを立ち上げる

願い致します。入会されて1年足らずですが、現

S

5．中核的価値観を出席や参加を多くして学ぼう。

AAの大藤さんの強い推薦があり、決めさせて頂きま

親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップはロ

した。もし恨みがあれば大藤さんにどうぞ!？

ータリーの基本です。
例会、ＩＭ、地区委員会、地区セミナー、地区大

2．次年度活動計画作成について

会、国際大会に出席・参加

2015-16年度活動計画

しまし

ょう。出席は

義務ではなく権利です。多くのことを学ぶチャンス

配付資料：2015-16年度活動計画資料

です。

各委員会活動計画書フォーム

親睦を推進し、ロータリーを学ぶことは楽

しみであると同時に役に立ちます。
6．オンライン・ツールの利用促進：今後のＲＩと

I.．RI会長K・Rラビンドラ氏のRI方針

の登録、連絡は総てインターネットで行われます。
RIテーマ：Be a Gift to the World

ＭＹ

ＲＯＴＡＲＹへの登録が必要です。会員の50

＝ Rtn. be a gift to the world＝

％登録を目標とします。

ロータリアンよ、
III.大磯RCの財政状況と重点目標

世界へのプレゼントになろう

1．財政状況
先週の理事会で、今年度の収支赤字が60万円く

ＲＩ会長の示したクラブ目標：
1，会員増強維持

らいになることが確認されました。そして会員数が

2．財団への寄付

16名、17名（現状）、18名、19名になった場合のシ

3．オンラインツールの利用

ュミレーションをしましたところ、通常の運営をし

4．人道的奉仕

て行くと収支均衡点は20名となりました。大変厳し

5．新世代ＩＡＣ，ＲＡＣのスポンサーに

い状況なので、今年度引き下げた会費を値上げする

6．公共イメージの向上

意見も出ましたが、7月~12月の前半期はこのまま据
え置き、会員増強の実績を見て判断する事になりま
した。

II.田中賢三ガバナーエレクトの地区方針

2．目

標

2780地区テーマ：もっと役に立つ、

楽しいクラブにする

もっと面白いロータリー

＝ロータリーの理念を念頭に＝

ロータリー及びロータリアンに備わっている才能、 百瀬さんを中心に親睦活動に力を入れ、プログラム
を考えてクラブが本当に楽しくなるように一所懸命
知識、能力、努力、献身と熱意、これらを世界に役
立てようとテーマを掲げているのがラビンドラＲＩ

にやりたい。そして 会員の出席率向上と増強＝

会長です。世界に社会に、或いは事業に、職業にも

3人増を目標＝を計る。

っと役に立つロータリー或いはロータリアンを目指
しましょう。そしてクラブでの親睦、グループでの
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RIおよび地区の方針・目標に協力する

学3、神奈川工科大学2、神奈川大学2、湘南工科大
学1、女子美術大学1、神奈川県立保健福祉大学1、

IV．次年度活動計画作成について
1．今年度、前年度の計画を参考にして下さ

い。

2．各委員会活動計画は関係者と打ち合わせ

の上、 麻布大学1、

5月28日までに委員長＝クラブ運
活動委員長、財団委員長、
ファックスでお送り

営委員長、奉仕

長期計画委員長＝宛に

下さい。

学部、修士、博士：学部14、修士7、歯学3、医博1、
２．アルウィン

スプリアント君ARWIN,SUPRIANTO

国籍：インドネシア共和国・西スマトラ島

3．大委員長は担当委員から提出された計画
ェック頂き、調整の上6月4日の例会
宛てファックスか手渡し下さ

東京工芸大学1、日本大学1、文教大学1、北里大学1、

をチ

パダン出身

日までに河本

性別：男子

独身

るようお願いします。 住所：秦野市南矢名のサイレント・ハウス、
以上

大学：東海大学

修士課程

指導教官：浅野清彦
研究テーマ：新興国における先進国企業のマーケテ

☆新宅さん：笹尾政儀さんお見舞い
笹尾さんをお見舞いされた時の笹尾さんの健康状

ィング展開について

態や笹尾さんの話、ロータリーに対する思いなどに

年齢：32歳

独身

ついて詳しいお話しがありました。今月いっぱいお

宗教：イスラム教＝豚肉は食べない調味料も同じ。

休みになるとの事。

アルコールは飲まない勧めてもいけない＝
奨学金支給：４月分、5月分は手渡し済み6月分から

☆大藤さん： 5月12日付けで本店営業部長から業

は第2例会に出席時に渡す。(12時大磯駅にて待ち合

務部長に移りました。今までロータリーは営業部長、 わせ)
インドネシア共和国：通称インドネシアは、東南ア
ライオンズは業務部長でしたが、このまま続けて私
がロータリー、営業部長がライオンズと言うことに

ジア南部に 位置する共和制国家。首都はジャワ島

なりました。オフィスは1階から4階に変わりました

に位置する。東南アジア諸国連合（ASEAN）の 盟主

のでお知らせします。

とされ、アセアン本部もインドネシアの首都ジャカ
ルタにある。建国70年、多民族、多言語の国。共通
語はインドネシア語
主な島嶼：ジャワ、スマトラ、カリマンタン、パプ

アルウイン・スプリアント君の紹介
◇カウンセラー

ア（ニューギニア）、ボルネオ、セレベス、スラウ
エジ、日本で有名なのがバリ島。

新宅文雄さん：

人口(億人)：世界第4位＝中国13.6、インド12.4、
アメリカ3.2、インドネシア2.5、ブラジル2.0、ロ
シア1.4、日本1.2、ドイツ0.8、イギリス0.6、フラ
ンス0.6、イタリア0.6、
ＧＤＰ：米国16768、中国9469、日本4898、

ド

イツ3635、フランス2807、イギリス2523、インドネ
シア16位：870、（単位10億ＵＳドル）
1人当たりＧＤＰ：ルクセンブルグ112472、ノルウ
ェー100578、アメリカ53000、日本38467、インドネ
シア3509、
大統領：スカルノ20年、スハルト30年、3人を挟ん

アルウイン君を紹介するのに色々調べました。

で、ユドヨノ10年、現在ジョコ・ウィドド2014年10

１．2780地区の米山奨学生

月20日～

地区奨学生数・・・25人
国別：中国９、韓国7、台湾2、インドネシア1、マ
レーシア1、アフガニスタン1、ケニア1、カザフス
タン1、ナイジェリア1、モンゴル1

次回6月にはパワーポイントで詳しいお話を伺いま
す。今日は残り15分くらいで話して下さい。

大学別：東海大学7、慶應義塾大学3、神奈川歯科大
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アルウイン・スプリアント君との質疑：

日本語が旨くなるか、日本人の友達に聞いたら、国
際交流基金に言って日本語二級を目指しなさい。国
際交流基金は学費が要らない、試験さえ合格すれば
中級、上級レベルの日本語が出来ますよ言ってくれ
た。そこで奨学金のことを聞いて頑張って、奨学金
を貰って二ヶ月間日本の埼玉へ行きました。何と綺
麗な！、そしてインドネシアでは他人の家に入れて
貰うには、塀があって、そこの人と仲良くならなけ
れば入れて貰えない。ところが日本にはそれがない。
日本の家はどうしてこういう風に出来ているんだろ
う。もっと勉強しなければと思って、国際交流基金
でしりあった友達に日本に留学したいと、日本の大
学の紹介をお願いしました。インドネシアに帰って

質問：インドネシアは親日的と聞いています。国
旗が日本は白色と赤色ですが、インドネシアも上半

1年、その間に友達が大学に申し込んでくれて日本
にやってきました。

分が赤色で下が白色です。何か関係がありますか？
質問：アジアは長くヨーロッパの植民地であった
答：色に意味があります。赤は血の色で、血が流

ことから、ヨーロッパ人が自分たちが食べる肉を確

れるまで頑張りましょうと言う意味です。独立した

保するために宗教を利用して豚肉や牛肉を食べては

いという思いが強かったからです。白は純粋な心で

いけないと決めたのではないかという話を聞いたが

やりましょうと言う意味です。インドネシアは宗教

如何か？

国家で、誰もが宗教を持たねばなりません。イスラ
答：牛の話は分からないが、家族の中の食文化が

ム教、キリスト教、プロテスタント教、新教、仏教

ある＝子供達にこういうものは食べては駄目だよ、

のどれか宗教を持ちなさいと言うことです。
80％位はイスラム教です。最初独立したいと考え

こういうものを食べなさいと教える＝。「大人にな

た人がイスラム教のグループでした。イスラム教で

って日本に来たから豚肉食べちゃったでしょう。お

は心が白と同じ色になることを目指しましょうと言

酒飲んだでしょう」と言われるが子供の頃からの習

うことで、赤と白の国旗になりました。努力してそ

慣でそういう事はありません。

して白い心を持ちましょうと言うことで、スカルノ
（時間切れのため次回6月に継続）

大統領さんのグループで作りました。
国旗が似ているのはモロッコ＝全体赤色の地の真
ん中に緑色の星＝、シンガポールー＝上半分赤色、

会長より百瀬さんが準備されたお花を贈呈

その左側に三日月と星5個＝
日本の国旗を参考にしている可能性もあります。
質問：留学国に日本を選んだ理由は何ですか？
答：高校では外国語で、英語の他にもう一つ勉強
しなさいと言う制度があって、私は日本語を勉強し
た。それはバイクだったらスズキ、ホンダ、ヤマハ、
カワサキ。4輪だとトヨタ、ホンダ、日産等日本製
ばかりで、これだったら日本語学んだら世界で仕事
が出来る。日本で働けると思った。しかもその中で
インドネシアに一人で来ている日本人の友達と出会
って、こんな優しい人が日本に行ったら一杯いるん
だろう、日本に行ってみたいと思って、どうしたら
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