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第 1897回例会 201５年9月 1日（火）(天候) 晴れ №9 
点鐘 

開会 

国歌 「君が代」ソングリーダー 

ロータリーソング「我らの生業」ソングリーダー

「４つのテスト」SAA＋手話 

「理念」幹事 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介  

第３グループガバナー補佐 瀧澤秀俊様 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告- 

-幹事報告- 

・本日例会後、理事会を開催いたしますので、理

事役員の皆様はご出席ください。 

・9 月のロータリーレートは 8 月と変わらず、1

ドル124円です。 

・危険ドラッグ乱用防止活動用グッズの利用に関

するアンケートが来ています。ポスター、リーフ

レットなどを取り寄せることができます。 

・地区大会のパンフレットが届きましたのでお配

りしております。是非とも多くの参加で第３グル

ープを盛り上げましょう。 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  なし 

配偶者誕生日 片岡啓次会員の奥様、希志子様 

            （9月 4日） 

-委員会報告- 

「ロータリーの友」加藤信忠会員 

-卓話- 

「ガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会」   

ガバナー補佐 瀧澤 秀俊 様 

-スマイル- 

【瀧澤 秀俊 ガバナー補佐（藤沢RC）】 

ガバナー補佐の瀧澤です。本日はよろしくお願い

いたします。 

【小柴 智彦 会長】 

瀧澤AG今日はよろしくお願いいたします。 

先日第３グループ合同ゴルフコンペ藤沢東ロー

タリークラブがグロス優勝でした。ありがとうご

ざいました。 

【片岡 啓次 会員】 

瀧澤ガバナー補佐本日はよろしくお願いいたし

ます。家内の誕生祝いをありがとうございます。

【本田 昌子 会員】 

瀧澤ガバナー補佐、本日のご指導よろしくお願い

もうしあげますと共に、これからのご活躍をお祈

りいたしております。 

【横田 佳代子 会員】 

瀧澤ガバナー補佐いつも色々お世話になってお

ります。これからもよろしくご指導くださいま

せ。今日は楽しみにしております。 

【入澤 初子 会員】 

瀧澤様、ようこそおでかけ頂きありがとうござい

ます。 

【石田 能治 会員】 

瀧澤ガバナー補佐本日は宜しくお願い致します。

【山口 俊明 会員】 

AG補佐瀧澤様、本日はよろしくお願い致します。

【吉田 新一 会員】 

瀧澤ガバナー補佐本日は宜しくお願いします。 

【吉田 成江 会員】 

ガバナー補佐瀧澤様、本日は宜しくお願い致しま

す。 

出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率

8月21日 ３6 (３3） ２4 11 ６８．５７   ５ ８７．８７

９月 １日 ３6 (３3） ２７ ８ ７７．１４
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１２ページです。今月は、基本的教育と識字率向

上月間です。特集です。 

先ず標題は 「基本的教育と識字率向上」です。

文明の発達した今日でも、世界の識字率は、教育

を受ける事の出来ない就学適齢期の子どもの

5700万人が教育を受けられない。読み書きの出

来ない成人が7億7400万人もいて、その3分

の2は女性だそうです。 

ロータリアンは、基本的教育の機会を広げ、子ど

もと成人の識字率向上の取組をしています。ロー

タリー財団のグローバル補助金を利用して数々

の活動をしているのです。わがクラブでも横田会

員を中心にカトマンズの貧しい人達に識字率向

上の手をさしのべております。 

１３ページは新横浜ロータリーの国際奉仕委員

長の山戸会員から「南アフリカの子どもたちのた

めに」と第 2590 地区の 19 クラブの寄付金の

贈呈です。 

14 ページは各地区の変わった例会の食事エピソ

ード先月号からの続きで2号です。 

19ページから各地のロータリーデ－の報告です

2840地区(群馬)から世界へ発信は旧富岡製糸工

場でのロータリーデ－は 44 クラブ、400 人の

会員が世界へ発信。続いて三郷中央RCのチャリ

ティー大相撲三郷場所、その他、呉南 RC-砺波

RC・横濱RC・大曲地区などの活動状況をご覧下

さい。 

24ページ世界のロータリーのニユース 

今月も、海外のロータリアンの活動は、ドイツ・

マリ(アフリカです)パキスタン・オーストラリ

ア・の報告です。中南米のホンジュラスの創立記

念日でロータリー主催の 10 キロマラソンは

1500人の参加など、楽しんでおります。 

26 ページです。「ロータリーは被曝樹木を通じ

て平和のメッセージを広げている」 

2013 年ロータリー世界フォーラム広島の紹介

です。ホストは広島東南RC錦織会員。 

34 ページです。「活用される SNS」(ソーシャ

ルネットワークサービス)編集長二神典子氏 

RI のウエブサイトについてです。RI ではさまざま

な仕掛けを用意してロータリアンが「my

rotary」を利用する事を工夫しています。 

先日、金沢百万石のロータリークラブのイベント

は金沢城の、イルミネーションです。勿論 RI の

ウエブサイトに掲載されました。みんなが気軽に

楽しめる SNS(ソーシャル，ネットワークサービ

ス)を通じて、もっとロータリーを身近に感じて

ね。前の話ですが、交換学生になってロータリー

と縁が出来た学生が、ケンタッキーフライドチキ

ンの店頭のカーネルおじさんの襟の徽章に気が 

-「ロータリーの友紹介」- 

ロータリーの友 平成 27年 9月号の抜粋 

雑誌 R情報委員長加藤信忠 

横のページです、今月のRI 会長 K、R、ラビン

ドラン氏のメッセージです。  

標題は ロータリーグローバル・リワードで賢く

働く 

 あるところに、逞しい若者がいました。有ると

き薪を割る仕事をしました。最初の週は18本も

割りました、次ぎの週も同じ位頑張ったのですが

11本でした。次ぎの週は6本しか出来ませんで

した。がっかりして仕事をやめたいと言い出しま

したが、親方は次ぎの様に言いました。「斧を研

いだかい」若者は、「薪を割るのに忙しくて、そ

んな暇無いよ」といいました。親方は仕事がはか

どらない時、余計に頑張ろうとするのでなく、道

具を見直したり、やり方を分析したりしなければ

いけないと諭したそうです。 

扨、ロータリーも、これまで20年間、私たちは

声高に会員増強を訴えてきましたが、依然として

会員数は横ばいです。今こそ私たちも道具を研ぐ

時がやって来たのです。 

「入会を増やし、退会を減らすために、ロータリ

ーの会員で有ることの価値をどう高められるか」

と、問はなければいけないのです。 

その一つの方法が7月に開始された新しい「ロー

タリーグローバル、リワードプログラム]です。

この画期的なプログラムで、ロータリアンは、世

界中のビジネスやサービス業者と繋がり、割引

や、特典を受ける事が出来ます。ロータリアン、

自らのビジネスの参加を申し込む事が出来ます。

又、利用ごとに参加企業が利益の一部を財団に還

元するオプションも設けられております。すでに

採用している企業もあります。ラインアップは毎

月更新され，特典が追加されて行く予定です。い

ますぐにでも、Rotary.org から My Rotary(マ

イ・ロータリー) に登録し、このプログラムを、

ご利用下さい。 

ロータリークラブに入会を誘われたら誰もが、こ

う自問するでしょう「自分にとってどんなメリッ

トがあるのか」と、ロータリアンになれば、他の

人の人生だけでなく、自らの人生も豊に出来る事

をしめす事によって、ロータリーが持つ価値を証

明する必要があります。ロータリーグローバル、

リワードは、単なる顧客ロイヤルティプログラム

の枠にとどまるものでは有りません。ビジネスと

奉仕を組み合わせたこのプログラムは、ロータリ

アンである事とロータリーネットワークの一員

である価値とメリットを増す新しい方法です。 



ついた様に。と 

縦のページです 

今年 2 月 14 日 2520 地区の第 3分区の IM の

記念講演の要旨です。 

講師は気仙大工左官伝承館、語り部 武蔵裕子氏

標題は、東日本大震災から伝えたいこと 

勤務先の気仙大工伝承館は陸前高田市広田半島

の根本にあります。気仙大工の発祥の地です。伝

統は江戸時代に始まり、農民が生活を支えるため

に建設関係に従事したことから始まりました。家

大工でありながら、神社仏閣の宮大工の技術もあ

ります。伝承館はこの気仙大工・左官の優れた建

築技術を後世に伝える為に建てられました。 

3月 11日の夜は、避難して来た28人の人たち

と寒さと恐怖に肩を寄せ合い、すごしました。伝

承館は昔の生活スタイルにできています。トイレ

は汲み取り、暖房は囲炉裏なので役にたちまし

た。津波によって陸前高田市は 1700 人以上の

方々が犠牲になりましたが只々遠くから見守る

しかありませんでした。昔の面影はすつかりなく

なってしまいましたが、故郷を思う心までなくな

ってはおりません。一本松の高田松原も振り出し

に戻ってしまいましたが全国皆さんの暖かい支

援もあり、100年、200年先には再び見事な白

砂青松の砂浜を作るべく丹精して苗木を育てて

おります。伝承館に上がる坂の途中に、30 セン

チ程に育って行儀 

良く並んでいます。 

 10 ページは、わがまち・・・・・そしてロー

タリーは、北海道旭川市の北旭川ロータリークラ

ブです。旭川は明治の廃藩置県後に録を失った富

山県・長野県出身の武士の混植の人材で町が出来

ました。戦前は軍都です。北鎮記念館を尋ねると、

第7師団の歴史が分かります。 

20 ページです。卓話の泉です。三題あります。

岸和田RC田村会員「相撲甚句」御殿場RCにて

の講演は富士病院の内科医長「動脈硬化を知る」

原因と検査の方法。姫路RCの株式会社象彦社長

「漆器の伝統と世界への挑戦」漆器日本の文化を

世界に発信です。以上です 

藤沢東クラブ ガバナー補佐訪問 

第２７８０地区第３グループガバナー補佐 

瀧澤 秀俊 様 

１ 公式訪問に向けて 

 ９月８日のガバナー公式訪問はよろしくお願

いいたします。 

 卓話の後、ガバナーと会員との懇談会を予定し

ています。大勢の会員に参加していただき、忌憚

のない意見交換をしていただきたいと思います。

２ テーマ 

 今年度のＲＩテーマは「世界へのプレゼントに

なろう」、地区テーマは「もっと役に立つ もっ

と面白いロータリー」です。ロータリアンが持つ

あらゆる才能・知識・努力・熱意を、世界のため

に役立てましょう。親睦を深め、もっと面白いロ

ータリーを目指しましょう。 

３ 奉仕活動 

 ロータリーの活動の柱は、何と言っても奉仕活

動です。５大奉仕の中でも、ポリオが最優先。そ

して、各クラブ工夫をして、様々な奉仕活動に積

極的に取り組んでいきましょう。 

 藤沢東クラブも、フィリピンの水供給やインド

の識字率向上など、大変有意義な奉仕活動に取り

組んでいます。 

 昨今、財団システムが大きく変化しています。

残念ながら、当地区は前年度、地区補助金申請が

わずか６件しかありませんでした。そこで今年度

は大幅に制度改革をし、申請しやすくなりまし

た。5000ドル未満の申請は、要件を緩和し、締

め切りを３月末とします。継続事業も３年に１回

は申請できることになりました。ぜひ１クラブ１

申請をお願いします。 

 みんなで企画し、補助金を得て、いい奉仕プロ

ジェクトを実行すれば、クラブは大いに活性化し

ます。いい活動は公報して、市民にも広く知って

もらいましょう。公共イメージが向上すればロー

タリアンも増加します。その結果さらにいい奉仕

活動が可能になります。このような活動のスパイ

ラルこそが「戦略計画」なのです。 

４ 公共イメージ向上 

 様々な媒体やマルティメディアを活用して、良

い活動を広報し、市民からのイメージ向上に努め

ましょう。ピースウォーク、ＩＭ、ロータリーデ

イ、周年行事などは、公共イメージ向上のチャン

スです。facebook や SNS は簡便で有効な公報

手段です。大いに活用しましょう。 



５ 寄付の理解 

 強いて藤沢東クラブの弱点をあげれば、「寄

付」でしょうか。 

 寄附は義務ではありません。しかし、世界最大

の奉仕団体の一員である以上、どんな形で奉仕を

するか、それを考えることが大切です。体を使う

奉仕も、知恵を使う奉仕も、お金を使う奉仕も、

全て尊い奉仕活動です。ロータリアン１人が２万

円寄付すると、世界で２４０億円が集まり、世界

中の人道奉仕や世界平和活動を支援することが

できます。ロータリーの奉仕の特徴はスケールメ

リットです。１００円で５人分のポリオワクチン

が、１万円で２人分の学費がまかなえます。「寄

付」はロータリアンとしての基本的奉仕活動で

す。そのお金が世界の様々な奉仕活動に生かされ

ているのです。 

 また寄付したお金は、３年後、７５％が地区補

助金として戻ってきます。地区の采配で、地元の

奉仕活動に寄付が生かされているのです。 

 皆で寄附を理解し、積極的に寄附をして、１０

０％を目指しましょう。 

６ 会員増強 目標１０％ 

 会長のやる気と会員の工夫次第で結果が現れ

ます。成功例に学び、皆で知恵を出し合って、日々

増強に努めましょう。 

７ 中核的価値観を学びましょう 

 親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ

はロータリー精神の基本です。様々な会合に参加

すれば多くのことが学べます。 

８ オンラインツールを活用しましょう 

 ロータリーのこれからの情報管理は、インター

ネットの「マイロータリー」と「クラブセントラ

ル」に集約されます。会員は全員「マイロータリ

ー」に登録しましょう。会長幹事は「クラブセン

トラル」にクラブ情報を入力してください。 

 今や、全てのロータリー情報はオンラインにあ

ります｡そこは、ロータリー情報の宝庫です。皆

で理解し、活用していきましょう。 

９ 第３グループの方針 

第３グループは藤沢市単独であり、８クラブは藤

沢市民ロータリアンです。他クラブのロータリア

ンとの交流は大変刺激的で勉強になります。今年

度は、「８クラブの親睦と連携」をテーマに、様々

な合同企画を進めます。 

 ピースウォーク、ＩＭ、青少年交換、ポリオキ

ャンペーンなどの他に、８クラブ合同で、女性会

員の集い、新会員の集い、合同社会奉仕委員会、

合同プログラム委員会、合同親睦委員会、合同ゴ

ルフ会などいろいろ企画しご案内します。皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 ２７８０地区と第３グループの活性化のため

に、一生懸命頑張って参ります。皆様のご理解と

お力添えのほど、よろしくお願いいたします。 
以上

国際ロータリー第2780地区ガバナー 

田中 賢三 様（茅ヶ崎ロータリークラブ） 

ガバナー公式訪問の日程☆ 

2015年 9月 8日（火） 

11時-12時 会長・幹事および若干名との懇談

12時 30分-13時 30分 例会ガバナー卓話 

13時40分-14時30分 クラブ会員との懇談

その他： 

・ロータリーの夕べのご案内を発信しています。

・親睦旅行のご案内を発信しています。 

・地区大会のご案内を発信しています。 

・ソウル国際大会の案内を発信しています。 


