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＜母子の健康月間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦会長挨拶         新井会長  

皆様こんにちは。 

車屋さんの駐車場には桜吹雪が舞っておりま

して、春爛漫。いえ今日はそれを通り過ぎて夏

を感じさせる陽気

となりました。皆

様お健やかに例会

にお集まりいただ

きありがとうござ 

います。 

今日は深井さんが

お元気そうに復帰

してくださって嬉 

 

 

しい限りです。 

また、馬場さんも「作業着でも良ければ！」と

かけつけてくださっています。例会ご出席あり

がとうございます。馬場さんは奉仕デーの際、

大きな横断幕の制作ご担当いただき職業奉仕

を実践していただきました。ありがとうござい

ました。 

 

さて、連日のウクライナの惨状は胸が痛く苦し

くなるようなものばかりです。特に女性や子供

たちだけが避難していく姿を見るのは大変辛

いものがあります。避難民の女性や子供達の人

身売買が心配されているなどのニュースを聞

くにつけても、戦禍で弱い立場の人たちが苦し

むのは痛々しく怒りを覚えます。 

ロータリーでは 4 月は母子の健康月間、女性や

子供達の健康や幸福にフォーカスして考える

月間です。「ロータリーの友」4 月号にも女性の

「育児と生理の大変さを知る」と題して女性が

抱える多様な問題が掲載されております。ロー

タリーの友は大変読み応えのある雑誌で、読ん

でみますと世界中のロータリークラブの様々

な奉仕活動がわかり勉強になります。この雑誌

は、皆様の会費の中からお一人 216 円で購入し

ていただいていますが、この度 50 円値上がり

することになりました。これもある意味ウクラ

イナ紛争の影響でもあるかも知れません。物の

値段がじわりじわりと上がってきて、私共の経

営にも少しずつ影響を及ぼしています。 

女性といえば、わが藤沢南ロータリークラブで
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は大変女性陣が活躍してくださっていますが、

会員の中の女性比率は 18％でしかありません。

これは世界のロータリーが目指す基準からい

うと低い数字です。毎月の会長幹事会では会員

の増減がいつも問われておりますが、今年度も

残すところ 3か月を切りぜひ女性の入会も待た

れるところでございます。今年度の３つの S の

ひとつ「Sustainability」(持続可能性)は多様な

会員の入会を促すことで実現していくものだ

と思っております。ぜひ、皆様の周りをもう一

度見まわしていただき入会をお誘いできる女

性がいないかご検討ください。 

では本日もよろしくお願いいたします。 

 

♦来賓ビジター 

窪田 園子様＜五行歌＞ 

 

◆本日のプログラム 

4 月 11 日通常例会 

本日の卓話は、中川会員でした。 

      

 

 

 

なんと、中川会員は車のレースで 2 度も日本チ

ャンピオンに輝いた経歴の持ち主です。 

そんな中川会員の卓話は、0.1 秒の世界につい

て。 

0.1 秒は、瞬きと同じ時間です。 

人間の反射神経の限界が 0.1 秒といわれ、オリ

ンピックなどでは、0.1 秒よりも早く反応して

しまうとフライングとなってしまうそうです。

実際に 0.099秒でスタートしてしまった陸上選

手は、フライングとなってしまった事例があり

ます。 

F1 レースの世界では、0.1 秒で 6 メートルの差

が生まれます。ピットインで 1 秒余計に掛かれ

ば、距離にして 60 メートルにもなります。 

0.1 秒の限界を超えていると感じるものは、カ

ルタ競技です。あまりに早い反応の理由は、声

が出る前の息使いで、発する言葉が分かってし

まうという事でした。 

0.1 秒の世界の価値を知って、時間の大切さに

改めて気付かせて頂きました。 

来賓は明治地区五行歌実行委員長の窪田園子

様 

お陰様で、20 回目の冊子を発行出来ました。細

く長く地区の文化として根付いています。と、

お礼のお言葉を頂きました。 
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新井会長挨拶 

先日のロータリー奉仕デーでは、永松会員から

チラシデザイン、馬場会員から横断幕を職業奉

仕で頂きました、と報告がありました。永松会

員、馬場会員、ありがとうございます！ 

ウクライナの状況に毎日心を痛めています。女

性と子供が人身売買の危険に晒されています。 

ロータリーでは今月、母子の健康がテーマであ

り、今年のテーマの３Ｓの１つ、サステナブル

なクラブ作りの為にも、女性や若い会員を増や

し、多様性あるクラブとなる必要があります。

南ロータリーの女性会員比率は 18%と、世界的

に見れば、まだまだ低いです。今後も一層女性

と若い方の会員増強に頑張りましょう。 

幹事報告 

ロータリー財団の表彰、大和田会員 

高科会員      川島会員 

  

高科研修リーダーのミニ研修は、例会出席につ

いて 

60%ルールと、メイクアップについて教えて頂

きました。 

木本会員からは、米山奨学生のリュウさんの紹

介 

永松会員から、地区への出向の協力について、

小林会員の立候補で、即解決しました。素晴ら

しいですね！ 

     

 

♦高科研修リーダー④ 

新井会長よりミニ研修

をとの、ことで進めて

いきたいと思います。 

本 日 は 出 席

（Attendance）につい

てお話をします。 

出席の一般規定は、各

会員は本クラブの例会に出席するものとする。 

会員が、ある例会に出席したとみなされるのは、

その例会時間の少なくとも６０％ 

に出席するか、または、会合出席中に不意にそ

の場を去らなければならなくなった場合その

後のその行為が妥当であるとクラブ理事会が

認める理由を提示する事ができます。 

ロータリーは６０％ルールを採用しています、

例会時間を 60 分とすればその６０％、即ち 36

分間例会に参加すれば、出席したものとみなさ

れます。他クラブの例会出席メークアップは日

にちを選んで、６０％ルールを使わないように

しましょう。メークアップをする時は、必ず最

後まで例会に参加して、友情を深めると同時に、

他クラブの例会運営や卓話を通じて、新しい知

識を吸収することを心掛けて、出席してみてく

ださい。 

欠席のメークアップについてお話をします。 

１，例会の前後 14 日間（例会の定例の時の前

14 日または後 14日以内に欠席をメークアッ 

プ） 

（１）他のロータリークラブの例会時間の６

０％に出席すること。 

（２）理事会承認のクラブの奉仕プロジェクト

またはクラブがスポンサーした地域社会の

行事や会合に出席する。 

（３）ロータリーアクト・クラブ、インターア

クト、クラブ、ロータリー親睦活動 

（４）ロータリー地区大会、ロータリー地区協

議会、地区ガバナーの指示の下に開催された

地区委員会 

（５）理事会の会合、または理事会が承認した

場合、選任された奉仕委員会の会合に出席し

た場合。 
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出席規定の免除 

（１）理事会の承認する条件と事情による欠席

の場合。理事会は、正当かつ十分な理由によ

る会員の欠席を認める権限を持つ。 

（２）ロータリークラブのロータリー歴と会員

の年齢の合計が 85 年以上であり、さらに出

席規定の適用を免除されたい希望を、書面を

もって、クラブ幹事に通告し理事会が承認し

た場合。 

 

 

♦次週プログラム 

4 月 18 日(月) 卓話：森井友好クラブ委員長  

       倉田プログラム委員長 車屋 

 

 

♦出席報告 

 

 

♦ミサンガ基金 

国際奉仕委員会より。タイスリンへのミサンガ

奨学金をお送りしました。シュラニボーン先生

が各学校をまわり、一人当たり 500 バーツ✖️60

名分を配りに行って下さいました。子供達がた

くさんミサンガを作ってくれています。この活

動は子供達にとってとても良い活動になって

いるとのことです。今後も継続したい活動の 1 

つです。来年は実際にタイに行って交流したい

ですね！ 

  

 

 

 

新井会長 

中川様、卓話よろしくお願い致します。 

窪田様、ようこそ。 

また少しコロナふえていますね。 

元気で笑顔で例会が続けられますように。 

芝幹事 

お世話になります。 

中川様、卓話よろしくお願い致します。 

窪田様、ようこそ。 

入澤さん 

中川様、卓話よろしくお願い致します。 

倉田君 

中川様、卓話よろしくお願い致します。 

 

 

木本君 

お世話になります。 

中川様、卓話よろしくお願い致します。 

窪田様、ようこそ。 

昨日は米山学生オリエンテーション、永松さん、

後藤さん、おつかれ様です。 

南の学生は、チョウ リュウコウ君です。 

永松君 

中川様、卓話よろしくお願い致します。 

ごぶさたしております。先週はお休みしてすみ

ませんでした。毎日ロータリー漬けです。 

昨日は米山のお迎えでスーパー密でした。 

馬場君 

中川様、卓話よろしくお願い致します。 

 

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 ２７名(免２名含) ７２・９７％ ４８・５７ 

本日欠席者 大和田君、陣内君、瀬戸君、髙岡君、羽原さん、松尾君、村井さん、森君、 

山田君、吉田君   メイク＝後藤君、竹内さん、安田君 

スマイル BOX本日￥7,000.⁻ 累計￥858,019- スマイル BOX 


