2017-2018 年度 RI テーマ ：変化をもたらす 〜MAKING A DIFFERENCE〜
HIRATSUKA RC テーマ
：明るく 楽しく …そして誇りをもって！

平塚ロータリークラブ 週報
Hiratsuka R.C. Weekly
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
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と申しております。” と主人が勝手に大統領に申し入
れました。何の予告もなく、また何の経験もない私
はその時の状況にびっくりしたと共に、ただただ呆
然とするばかりでした。
私は、なんの力もなくどこから手を付ければいい
のかわからない状態でした。
しかし、その目的と真意を一生懸命お話すると手を
さしのべて下さる方々がたくさんいらっしゃり、お
智恵とお力を頂き、細々ながらも事業は続いており
ます。真摯に物事を突き進めると、必ず手をさしの
べて下さる方がいらっしゃることに感動し、感謝で
一杯になりました。

卓話

パレスチナのオリーブオイルとの出会い
アリーインターナショナル株式会社
代表 河野 香
日頃は、主人の政治活動にご理解、ご支援たまわ

り心より感謝申し上げます。先般、主人が外務大臣
に就任いたしました。ひとえに地元の皆様の力強い
お支えのおかげでございます。
2012 年に、私は、パレスチナの人々の自立の支援
をするために、友人とともに会社を立ち上げパレス
チナのオリーブオイルを輸入する事業を始めました。
イスラエル・パレスチナ問題は、長きわたる中東
の根源にある国際問題です。2012 年にパレスチナの
アッバース大統領が、国連総会での「オブザーバー
国家」としてのパレスチナの地位の格上げを目指し、
日本への依頼のため来日されました。
アッバース大統領との面談に同席いたしておりま
した時、“女房もパレスチナの経済のお力になりたい

また、パレスチナの支援をしていらっしゃる方々が
日本にも多方面に、多義にわたりたくさんいらっ
しゃることもわかりました。日本にも、パレスチナ
のことを思っている人々がいるのだということが少
しでもパレスチナの人々に伝わり、彼らの自立につ
ながればと思っております。
国レベルでの大きな ODA の事業をもっていくこ
とは私にはできません。しかし、一市民のちいさな
活動を続けることができればと思っております。
またお料理の上での良質の油として、昨今、オリー

平塚ロータリークラブ 週報 3118 号
日時：2017年10月5日
（木） 18:00〜（18時より受付）
場所：平塚商工会議所 3階大ホール
対象者：入会3年未満の会員、会長・幹事・研修委員会担当

ブオイルが注目されています。先日、105 歳でお亡
くなりになられた聖路加病院の日野原先生から健康
維持のため、スプーン一杯毎日お取りになっていら
したお話も伺っております。

◎社会・国際奉仕セミナー開催のお知らせ
日時：10月21日
（土）13:00〜15:30
内容：第1部 13:00〜
国連UNHCR協会 中村恵様による講演
第2部 14:00〜
元ローターアクト地区代表 福本塁様による講演
閉 会 15:30
場所：JR辻堂駅北口 アイクロス湘南6階「E会議室」
対象者：入会3年未満の会員、会長エレクト、奉仕プロジェ
クト委員長です。
10月5日(木)までにご回答をお願いいたします。

会社を立ち上げ、いまだに赤字でありながらも、
試行錯誤しているそんな活動をお伝えさせていただ
き、皆さまからのご協力をいただければ幸いかと思
います。

◎インターアクト年次大会が開催されます。
テーマ：
（出会い、運命、思いやり）
「Our consideration is a bridge of an encounter」
（私たちの思いやりは出会いの架け橋）

本日はありがとうございました

日時：11月3日
（金／祝日）
9:30〜10:00 受付
10:00〜10:30 開会式
10:30〜12:00 各校活動報告・講評
12:00〜13:30 昼食・地区懇談
14:00〜14:30 発表
14:30〜15:00 閉会式・点鐘
場 所：光明学園相模原高等学校
神奈川県相模原市南区当麻（たいま）856
登録料：お一人 3,000円
登録締切：9月25日
（月）

片野会長・常盤ガバナー補佐と
幹事報告
◎第4回インター・ローターアクト委員会/地区IACアクター
ズミーティングが開催されます。
日時：9月9日
（土）13:00〜13:50 委員会
14:00〜17:00 アクターズミーティング
場所：第一相澤ビル6階
◎嶋田会員に第一子が誕生されましたので、
クラブよりお祝
いを差し上げます。おめでとうございます。

0名

本日のスマイル

17名

ゲスト

2名

河野 香様
嶋津眞悟（しまづまさのり）様（河野様秘書）

卓話・行事予定

◎第4回インター・ローターアクト委員会
地区IACアクターズミーティングが開催されます。
日時：9月9日
（土）13:00〜13:50 委員会
14:00〜17:00 アクターズミーティング
場所：第一相澤ビル6階
森 誠司会員が出席されます。

9月14日
（木） 桐本美智子会員 （出版記念卓話）
9月21日
（木） 9月18日
（月/祝日）地区大会へ移動例会
9月28日
（木） 夜間例会
(株)鈴廣かまぼこ 副社長
小田原商工会議所 会頭 鈴木悌介様
市内例会変更
平塚西RC

新会員の集い」について
クラブ会報委員会

◎ 馬上 晋

0名

ビジター

◎地区大会ゴルフコンペが明日8日に相模原ゴルフクラブ
で開催されます。
当クラブからは清水孝一会員、高橋賢二会員、鈴木忠治
会員、清水雅広会員の4名が参加されます。
受付は6:30より、
スタートは7:30よりとなります。

◎「第1回

メークアップ（MUP)

○ 青山 紀美代

9/13（水）→ 9/10（日）移動例会
家族親睦旅行
9/20（水）→ 休会
西村 裕子

清水 雅広

