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第３０１１回例会 ２０１５年８月２０日
本日の卓話者ご紹介

成瀬正夫 会員
（昭和 46 年 11 月入会）

福山

福山

駿 会員

（昭和 57 年６月入会）

卓 話
成瀬正夫 会員
本日の運勢は『控えめに』となっていたので、できる
だけ控えめに行きたいと思います。私は小泉会長、鈴木
栄一幹事の時ですから、今から 46 年前に入会しました。
今までロータリーの活動で感動したことは、全ての平塚
の中学２年生を対象に『立春式』をおこなっていて、そ
の記念に青少年会館に『立志像』を建
てたことです。当時一番若かった私
は、湯河原の彫刻家のところへ、引
き取りに行ったことを思い出します。
残念ながら立春式は無くなってしま
しましたが、昭和 57 年には地区大会
で賞も頂きました。
それとアメリカのレッドウッド
ロータリークラブとの姉妹クラブの
立志像
締結をしたことです。当時の平塚ロー
タリークラブのメンバーとの縁もあって締結をしたので
すが、いざ締結のため訪問してみると、レッドウッド
RC のメンバーの家でホームパーティのような歓迎会を
して頂いたのですが、その家がプールもあって、テニス
コートもあって、バスケットコートも半面あってと大き
な家での歓迎に、ものすごく感動いたしましたし、いい
経験をいたしました。

＜出席報告＞

グランドホテル神奈中

週報第３０１１号

駿 会員

私は亡き津田先生に『口の中から世の中を見るな』と
言われて、それまでの歯科医師会だけの交流から平塚
ロータリークラブに参加いたしました。
本日は『お羽黒』についてお話します。お羽黒は文献
によると古墳時代の埴輪にもあったようです。また古事
記にも載っていて応神天皇の恋歌にも載っています。江
戸時代よりも前の時代は身分の高い人だけが、お羽黒を
つけていましたが、江戸時代になると庶民にまで広がっ
ていたようで、既婚者のみが付けていて離婚すると歯は
白く戻したとのことです。
当時の日本は化粧の基本は、赤、黒、白が基本で口紅、
白粉、お羽黒といった具合で、黒は美しいとされていました。
西洋人には気味が悪いとされたせいか、明治維新後には禁
止令が出され、明治６年には当時の皇太后が率先して禁止
したことにより、その風習はなくなったと言われており
ます。

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎平塚商工会議所・平塚市観光協会より【マザー・テレ
サ展平塚】開催のご案内
会 期：８／ 20 ～８／ 25（火） ＊入場無料
会 場：ひらつか市民プラザ
講演会：８／ 24（月） 17:30 ～ 18:30
「マザー・テレサ」 鳩山 幸 氏
マザー・テレサ展全国実行委員長
鳩山元総理大臣の妻
「夫 力道山」
田中敬子 氏
＊各テーブルにご案内を３部ずつ置きました。お申込
みは事務局まで。
◎【地区大会】開催のご案内
日 時：10 ／ 25（日）
本会議 点鐘 12:30 ～ 17:45（休憩あり）
18:00 ～ 19:00
大懇親会
場 所：茅ヶ崎市民文化会館
＊当日エクスカーションとして「寒川神社ご祈祷及びお
庭拝見」も計画しております。ご家族も参加頂けます。
＊詳細はパンフレットをご覧ください。カラーのものは
後日お配りします。

本 日 8月20日 会員数 59名 対象者 56名 出席者 45(42)名 出席率 76.27％
前々回 7月23日 会員数 58名 対象者 55名 出席者 42(39)名 出席率 72.41％ MUP 1名 計 43名 修正率 74.14％

◎ 2016 ～ 2017 年度青少年交換学生募集の件
◦目的・・・青少年交換学生は、国際ロータリーの青
少年交換プログラムに基づき、青少年を一定期間外
国のロータリアン又はロータリーの選んだ家庭に預
かっていただき、
その家庭の一員として過ごします。
現地の学校に通学してその国の国語を習得すること
は勿論、これらの生活を通じて風俗、習慣、文化を
見聞しながら国際理解と親善を推進する人となる、
すなわち善意と国際理解のあるロータリー親善使節
であります。
当地区では毎年約８～ 10 名の高校生を海外へ派遣
し、又８～ 10 名の高校生を海外から受入れています。
◦募集要項
＊クラブ内募集締切日
2015 年 10 月 16 日（金）
＊ガバナー事務所締切日
2015 年 10 月 30 日（金）必着
＊派遣国及び期間
アメリカ・カナダ・ブラジル・メキシコ・台湾・
ロシア・スウェーデン・フランス・オーストリア
2016 年８月～ 2017 年８月
＊派遣人員
計 8 名予定
＊応募資格
現地到着時に 15 ～ 18 歳未満の高校生（日本国
籍）
・ロータリアンの子弟も可。
応募時に中学３年生でも可。
＊選考試験日 ･ 会場
〔第１次 ･ 筆記試験〕
2015 年 11 月 14 日（土）12:30 ～予定
〔第２次 ･ 面接試験〕
2015 年 11 月 15 日（日） 9:00 ～予定
於：第一相澤ビル ５階、６階 会議室
★地区ホームページ：http://www.d2780.rotary.bz/
pCommittee.asp
◎ 2016 ～ 2017 年度ロータリー奨学生募集
◦目的・・・ロータリー財団による人道的教育プログ
ラムの一つです。ロータリー財団の使命を通じ世界
理解・親善・平和に貢献できる人材を育てることが
目的です。
◦奨学金の種類・支給額
A）ロータリー奨学金：34,000 ドル
下記の分野で海外の大学院または大学院同等以上
の研究機関で学ぶための奨学金
＜ 1. 平和と紛争予防／紛争解決 2. 疾病予防と
治療 3. 水と衛生 4. 母子の健康 5. 基本的
教育と識字率向上 6. 経済と地域社会の発展＞
B）国際ロータリー第 2780 地区ロータリー奨学金：
27,000 ドル
海外の大学または大学院で 1 年間学ぶための奨学金
＜研究の分野・留学先を問わない＞
◦資格条件
⑴ロータリアン、
ロータリー職員、
その直系親族（配
偶者、養子を含む）でないこと。
⑵留学時に大学卒業または卒業見込みの方で、大学
院への留学を希望していること。
⑶留学先の言語に堪能であること
クラブ会報委員会

◎西村裕子

○北本省三

⑷ B 奨学金の場合は、第 2780 地区内に本籍、居
住地、通学先、または勤務先の何れかがあること。
（A 奨学金はその限りではない）
＊詳細は「ガバナー事務所」にお問い合わせくだ
さい。
◦募集人員 各奨学金 若干名
◦選考試験
第１次【書類選考】申請書、小論文
クラブ提出期限：2015 年 10 月 10 日（最寄のロー
タリー・クラブ宛）
第２次【面 接】と【語学試験】
日 時：2015 年 11 月 1 日（日） 9:00 集合
場 所：国際ロータリー第 2780 地区ガバナー事務
所（下記参照）
結果発表：11 月 2 日に結果発表、応募者へ直接郵
送いたします。
候補者・補欠合格者オリエンテーション：
2015 年 11 月 14 日（土）
就 学： 2016 年 7 月 ～ 2017 年 6 月の間に就学
を開始していただきます。
★地区ホームページ：http://www.d2780.rotary.bz/
pCommittee.asp
＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞

１名

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

２５名

＜ゲ
ス
＜ゲスト＞

ト＞

鳥海衡一

会員

０名

＜ビジター＞
４名
＜ビ ジ タ ー＞
秦野ロータリークラブ

会長

江崎正二様・幹事

栗原和子様

平塚南ロータリークラブ
会長 平野恵美子様・幹事

塩田貞吉様

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
９月１０日（木） ロータリーの友地区代表委員
桐本美智子会員
１７日（木） 夜間例会
レーベン㈱代表取締役
吉野龍彦様（平塚湘南 RC 会長）
２４日（木） 行政書士・特別社会保険労務士
佐藤出社会保険事業所
所長
１０月

茂

いずる

出様

１日（木） 第８グループガバナー補佐
平野達雄様（平塚西 RC）

＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞
柏手

さ とう

佐藤

粟野

裕

現在ございません。
葛西

敬

藤田明嗣

