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♦会長挨拶          青木会長 

LGBTと言う言葉を知っていますか？Lはレズ、

G はゲイ、B はバイセクシャル、T はトランス

ジェンダー、の頭文字をつなげたものです。昨

日、明治公民館で LGBT の講演会がありました。

講師の方は 30 歳の人が 2 名で RiBit という認

定 NPO 法人の団体から派遣され約 1 時間話を

してくれました。二人とも見た目は男性ですが、

一人は心が女性なので恋愛対象が男性。もう一

人は性別は女性だけれど心が男性なので女性

が好きだと言う二人でした。そしてすでに籍を 

 

入れているとの事でパートナーと呼んでいま

した。このような生い立ちの人は意外と多いの

だと話してくれました。小さい頃からいじめの

対象にされやすく、就職するのも大変だとの事

でした。そして今では LGBTQ と言って Q は男

性も女性も魅力を感じない人もいるようで、一

括りにできないそうです。 

先進国ではすでに同性婚が認められ始めてき

ているようで、今後、日本でもそのような方向

に進むはずだと思います。オリンピックをはじ

め海外から多くの人が来ることになりますが

LGBT の人に接する機会も増えるかもしれま

せん。スペインに旅行に行った友達が同性どう

してキスしているカップルが多くて目のやり

場に困ったと言っていましたが、日本もそうな

るのかもしれませんね。 

♦来賓ビジター 

アクマド・シェハブディン君（米山奨学生・ 

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・湘南工科大学生） 

♦お祝い発表 

（会員誕生日）    （配偶者誕生日） 

羽原    18 日   高岡        1 日 

瀬戸    24 日        

後藤    29 日    （結婚記念日）  

例会日■2019 年 12 月 2 日(月) 会場■隠れ里 車屋 開会点鐘■12：30 

■http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc 

■e-mail:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp 

事務局：藤沢市辻堂２-９-１横浜銀行辻堂支店内 TEL・FAX：0466-34-8949 

藤沢南ロータリークラブ 

 

  
           

プログラム 

開会点鐘 ·········· 青木会長 

四つのテスト         新井会員 

1. 真実か どうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4. みんなのためになるか どうか 

ロータリーソング 

 君が代 

 藤沢南 RC の歌 

ソングリーダー ······· 川島会員 

会長挨拶 ·········· 青木会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：アクマド・シェハブディン君 

（米山奨学生・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・湘南工科大学 3 年） 

  永松カウンセラー  

アクマド君へ 12 月分米山奨学金贈呈 

閉会点鐘 ·········· 青木会長 

http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc
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◆本日のプログラム 

卓話：アクマド・シェハブディン君 

（米山奨学生・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・湘南工科大学 3 年）  

  永松カウンセラー 

 

本日は米山奨学生のアクマド君が故郷インド

ネシアについて卓話をして下さいました。 

日本と同じ島国です

が、面積は日本の 5

倍、島の数は約

16000 も有るそう

です。 

人口は2億6500人

で世界 4 位だそう。 

島が沢山あるせいか

民族は 300 以上、そ

して国語はインドネ

シア語ですが言語は

652以上有り皆さんバイリンガルだそうです。 

 

 そして、今回のプレゼンテーションは今時の

若者らしくユーチューブの動画を多用して、街

の様子やお料理の方法などをレクチャーして

くれるのが面白かったです。 

特に最後は貧民街の学

校に行けない子供が働

いている動画で、アクマ

ド君はこの動画を見て

自分はなんて恵まれて

いるんだと感じるそう

です。そして、これから

しっかり勉強をして故郷に帰って起業して、こ

の様な人の働ける場所を作るのが夢だと言う

事でした‼ 

アクマド君、頑張って‼ 

♦定例理事会⑤11/25 議事録 

開催日時：2019 年 11 月 25 日 

場所：隠れ里車屋 

出席者：青木会長・湯浅・森井・倉田・沼野井・

阿部・芝・入澤・新井（記） 

議題 

1.車屋さんの食事代金値上げの件 

現在＠2600 円の食事代を 100 円～200 円上

げたいと車屋さんより打診があった。＠2700

円ではいかがか。（青木会長）→異議なし。

決定とする。 

2.前田会員の休会の件 

前田会員が体調不良のため休会するかも知

れない、とのこと→青木会長がご本人に連絡

して意思を確認する。  

3.メーキャップの細則による規定について 

メーキャップは 1 年間有効とされているが、

出席率は今後も前後２週間のメーキャップ

で確定させ報告する。特に細則をいじり規定

しなおすことはしない。（青木会長） 

4.三大祝いの件 

三大祝いをお花以外のものも選択できるよ

うに変更する件、森会員に意見を聞いたが特

に異議はないとの事、今後は 1 か月前迄に希

望をもらえればお花以外の品(車屋さんのｷﾞﾌ

ﾄｾｯﾄ)を選べるようにする(芝親睦委員長） 

5.その他 

・12 月例会の日程確認(倉田プログラム委員長） 

・クリスマス会の準備の確認→順調に進行中

（芝親睦委員長） 
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♦定例理事会⑥12/2 議事録 

開催日時：2019 年 12 月 2 日 

場所：隠れ里車屋 

出席者：青木会長・湯浅・倉田・阿部・芝・永

松・入澤・新井（記） 

議題 

1.通訳育成プロジェクト 英会話について 

現在湘南学園で月に 2 回 ６～7 名ほどの参

加者で開催 

今後どうするか（会長）→12 月末でいったん

終了とする 

湘南学園より靴はいただけることになって

おり、上履きの活動は継続する。（湯浅会員） 

2.副会長の選出について 

前年度会長幹事会の会合があり、他クラブで

会長が退会する事例が出たことを聞いた。会

長が退会した場合、副会長が代行するが、現

状では南クラブでは PETS に参加していな

い次年度会長が副会長を務めている。副会長

は次年度会長でない方が良いのではない

か？（入澤会員）→今後は次年度会長を副会

長に選出しない方向とする。(湯浅次年度会長） 

3.その他 

・地区戦略計画 ビジョン声明が創られた。 

いよいよ落とし込みがはじまる。（阿部会員） 

・タイ スリン訪問は来年 4 月 9 日～4 泊 5 日

の予定 今後参加者を募集（青木会長） 

・来年 3 月か 4 月に子供たちが音楽と親しむピ

アノのチャリティコンサートの企画を木本

会員と進めている。こちらへの協賛を検討し

ていただきたい（永松会員）→企画資料を提

出していただき検討に入る。 

・会員増強にぜひご協力ください。（新井幹事）

→入会した後のフォローにご協力いただけ

るなら推薦できる。（永松会員） 

 

 

 

 

 

 

 

♦青少年交換留学生 松田旺大君(メキシコ) 

11 月レポート 

総合評価 5(良、楽しい)～1(悪、つらい) 

評価 (3)   

 1.健康状態 5(良)～1(悪) 

評価 (2)  

既に四回の体調不良を起こしています。   

 2.学校の状況(現地語習得状況)5(良)～1(不可) 

評価 (3)  

 3.ホストファミリーとの関係 5(良)～1(悪) 

評価 (4)  

 4.ホストロータリークラブとの関係 

例会出席回数   1 回／月   

11月 15〜16日までグアナファトトリップに

行きました。 

11 月 24 日パエリアをロータリーイベントで

つくりました。   

 5.その他近況等の報告 

友達は少ないですが頑張ります。   

 

 

https://yess.rijyec.org/mp/rijyec/
https://yess.rijyec.org/mp/rijyec/
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♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦次週予定 

12 月 9 日(月) クリスマス家族親睦例会  

       於：鎌倉プリンスホテル 

         バンケットルーム 

       点鐘：18:30 

       芝親睦委員長、親睦委員会、 

 

 

 

 

 

会員数 出席義務者 出席免除者 出席者 暫定出席率 前々回出席率 

３８名 ３５名 ３名 ２２名(免 1 名含) ６１・１１％ ６９・４４％ 

本日欠席者：大和田君、後藤君、陣内君、瀬戸君、高岡君、羽原さん、前田さん、松尾君、 

村井さん、森君、森井君、安田君、山田君、吉田君、          

スマイル BOX 

青木会長 

アクマド君の卓話たのしみにしています。 

かぜがはやっています。 

私はやっとなおりました。 

新井幹事 

アー君、卓話よろしくお願い致します。 

楽しい新婚生活の話もぜひ聞かせてください。 

木本君 

お世話になります。 

アー君、卓話よろしくお願い致します。 

松田旺大君、元気にがんばってますことを報告さ

せていただきます。 

 

芝君 

アクマド様、卓話よろしくお願い致します。 

アー君、楽しみにしてます。 

外丸君 

お世話になります。 

アクマド君、卓話よろしくお願い致します。 

長谷川君 

アクマド君、卓話よろしくお願い致します。 

新婚生活はエンジョイしてますか？ 

深井君 

アー君、卓話よろしくお願い致します。 

前田さんの健康の回復を祈ります。 

スイル BOX 本日￥7,000.- 累計\957,016.- 


