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第 1813 回例会 2019.10. 9
10 月 9 日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　卓話：地区会員増強・会員維持委員会
１.  開会点鐘（19：00）　
２. ロータリーソング（それでこそロータリー）
３. 来賓紹介
４. 会長挨拶（会務報告）
５. 幹事報告
６. 委員会報告 
７. お食事
８. 出席報告
９. ニコニコ BOX
10. 卓話：地区会員増強・会員維持委員会
11. 閉会点鐘（20：00）

会長：鈴木誠二郎／副会長：池田美恵子・三上己紀／幹事：戸張雅
仁／副幹事：岡野正道／直前会長：関根　貢／クラブ会計：堀内　
章／ S.A.A.：山口健次郎／会長エレクト：三上己紀
	例会日	毎週水曜日 12：30 〜 13：30（第 2・4・5水曜日 19：00 〜）
	例会場	葉山マリーナー内		葉山町堀内 50-2	TEL	046(876)1727
	事務局　　葉山町商工会内（水曜日、木曜日 10：00 〜 15：00	open）
　　　	　　〒 240-0112　葉山町堀内 1883-3　TEL	046(875)2810

10 月 16 日（水）12：30 〜　エメラルドルーム
　会員卓話：鈴木知一会員
10 月 19・20 日　地区大会　
　相模女子大学グリーンホール：ホスト相模原ＲＣ
10 月 23 日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　会員卓話：小田利通会員
10 月 30 日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　会員卓話予定
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 四つのテスト
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

ロータリーは 世界をつなぐロータリーは 世界をつなぐ
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先週の報告 ： 鈴木誠二郎 会長
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　みなさんこんにちは。
　さて月もかわり、10 月は ｢ 経済と地域社会
の発展月間 ｣ です。これは「貧困地域の経済発
展を目的とした、起業家、地域社会のリーダー、
地元団体を含む地域ネットワークの向上、雇用
創出、支援が行き届いていない地域社会での貧
困の削減、経済と地域社会の発展に関連した仕
事に従事することを目指す専門職業人のための
奨学金支援を強調する月間」とされています。
　世界では、仕事があっても、1 日 1 ドル 25
セント未満の生活を送る人々が 14 億人いると
言われています。9 月の特別月間のテーマ「基
本的教育と識字率の向上」でも教育が行き届か
ないための貧困が問題としてとりあげられまし
た。先月、私はそのテーマに目を向けて考えま
しょう、と言いました。

　私達ロータリアンは職業人の集まりですか
ら、単純に寄付をするより、仕事の機会を作る
事と、その生産性を上げる仕組み作りのプロ
ジェクトを実施できたら効果が高いのではない
かと思います。
　マイクロクレジットなどの支援がわかりやす
いかと思うのですが、当地区でもかなり支援実
績があるようです。一緒に参加させて頂くのも
良いですし、我々だけで独自に行うのも面白い
と思います。
　是非、今月の特別月間のテーマ「経済と地域
社会の発展月間」で何ができるかを考えてみて
ください。
※　マイクロクレジット（英 : Microcredit）は
失業者や十分な資金のない起業家、または貧困
状態にあり融資可能でない（商業銀行からの融
資を受けられない）人々を対象とする非常に少
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●会員出席率報告（10 月 2 日）第 1812 回
 会員総数  26 人
 出席者数  13 人
　  出席率 50％

ニコニコＢＯＸ 本日の合計
  　 ￥17,000-
累計 ￥225,500-

●ゲスト　本多伸吉会員（東京城南ＲＣ）
●メイクアップ

ニコニコＢＯＸ・あれこれ
（◎は大ニコニコです）

★本多様本日は宜しくお願いします。
 ◎鈴木誠二郎
★本多様ようこそ！卓話、よろしくお願いしま
　す。 ◎戸張雅仁
★卓話を楽しみにしております。 ◎小田利通
★本多様の卓話楽しみです。 ◎金子英生
★本多様の卓話楽しみです。 鈴木知一
★よろしくお願いします。 岡野正道
★宜しくお願いします。 奥山源一朗
★昨日、町役場でスクーターのナンバープレー
　トをご当地ナンバーにかえました。カワイイ
　です。 関根　貢
★本多様ようこそ。 照沼信行
★本多様ようこそいらっしゃいました。
 土佐洋子
★本多伸吉様、卓話有難うございます。
 原　和子
★本多様ようこそ。卓話よろしくお願い致しま
　す。 堀内　章
★本日よろしくお願いします。 富田　淳

幹事報告：戸張雅仁幹事（10月 2日）
【ガバナー事務所・地区より】
◇ 10 月会長・幹事会（ホスト：葉山ＲＣ）の
　案内が来ています。
◇ガバナーノミニー選出の案内が来ています。

【到着刊行物】
◇ガバナー月信、ロータリーの友が届いていま
　す。

【他クラブ案内】
【その他案内】
【今後の予定】
10 月 16 日（水）12：30 〜 エメラルドルーム
　卓話：鈴木知一会員
10 月 20 日（日）　地区大会
　相模女子大学グリーンホール：ホスト相模原
　ロータリークラブ
10 月 23 日（水）19：00 〜 エメラルドルーム
　卓話：小田利通会員
10 月 30 日（水）19：00 〜 エメラルドルーム
　卓話予定
11 月 6 日（水）12：30 〜　エメラルドルーム
　卓話予定　 理事会（11：30 〜　）

額の融資（ローン、クレジット）である。
　これらの人々は担保となるものや安定的な雇
用、検証可能な信用情報を持たず、通常のクレ
ジットを利用するための最低条件にさえ達しな
い。マイクロクレジットは、少額保険、少額送
金など少額ファイナンスサービスの一環である
マイクロファイナンスの一部分である。

本多 伸吉 -Shinkichi Honda-. 1977 年 
　東京理科大学薬学部卒業。1982 年 東京工業
大学大学院 総合理工学研究科生命化学専攻卒
業。理学博士、薬剤師。 製薬企業で約 20 年間
研究開発に携わり、創業者である植村秀とも商
品開発を通して親交を深める。イムダインは、
美容家「植村 秀」が創業したサプリメントブラ
ンドです。 メイクアップ・アーティストの先駆
けとして 世界中の女性の美しさを追求してき

た彼の結論は 「真の美しさとは心身の健康であ
る」というものでした。 イムダインのサプリメ
ントには、植村 秀の独自の発想や アート感覚
が、今も生きています。


