
藤沢東ロータリー・クラブ週報
●事務所／藤沢市朝日町1-6  

ＮTT藤沢ビル2階 ＴＥＬ 0466-25－4000 ＦＡＸ 0466-26－9292 

●会長／小柴智彦 幹事／村上進 

毎週火曜日 １２：３０～１３：３０

●例会場／湘南クリスタルホテル  

藤沢市南藤沢14-1 ＴＥＬ ０４６６-２8－2111 ＦＡＸ0466-28-2126

第 1898回例会 201５年9月 8日（火）(天候) 晴れ №10 
点鐘 

開会 

国歌  

ロータリーソング「奉仕の理想」

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介  

・国際ロータリー第2780地区 

ガバナー 田中 賢三 様 

・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- 第 3回理事役員会報告 

開催日  2015年 9月 1日（火）     

開催場所  湘南クリスタルホテル 

議 長   小柴 智彦 会長 

出席者 小柴会長、村上幹事、山口俊明、横田佳

代子、土屋善敬、片岡啓次、石田能治、林葉之、

田中繁、入澤初子、鈴木利雄、田中正昭 

（敬称略） 

議題 

1. 2014-15年度会計決算報告について 可決 

2. 2015-16年度予算について（再検討）可決 

3. 社会福祉法人横浜いのちの電話寄付  否決 

4. クラブ細則の変更の件、10月理事会での承認 

5. その他 

・地区大会についてバスの手配など
・事務局休暇取得の件3日（10/29､30、11/2） 

・浦戸 20,000円以内 

・フィリピン報告 林会員 

・高校生奨学金の件 

・会長幹事会の会費は全額クラブでもつ 

・ロータリーの夕べ各１名ゲストお願いします。 

その他、全て可決

-幹事報告- 

・本日例会後、ガバナーとの懇談を引き続き行い

ますので、1時間ほどお残りください。 

・奉仕プロジェクト事例紹介セミナーの開催案内

が地区より入ってきました。会長エレクトほか、

奉仕プロジェクト（社会奉仕・国際奉仕）委員長、

R財団委員長が出席対象者で各位には案内が事務

局より行っています。石田会長エレクトから出席

のお返事が来ています。もうお一人、委員長各位

で調整の上、事務局に出席者の連絡をお願いしま

す。回答期限は9/18です。 

・事務局より、地区大会、国際大会の案内を発信

しています。出欠の連絡をかならず事務局までお

願いします。親睦旅行、ロータリーの夕べの出欠

回答もあわせて、まだの方は事務局までお願いい

たします。 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  なし 

配偶者誕生日 なし 

-委員会報告- 

大坪親睦委員長より、親睦旅行の出欠について 

-卓話- 

「ガバナー卓話」国際ロータリー第 2780 地区

ガバナー田中 賢三 様 

-スマイル- 

【RID2780ガバナー田中賢三様（茅ヶ崎RC）】 

本日は瀧澤ガバナー補佐とともによろしくお願

いいたします。ふるさとの皆様にお会いするのを

楽しみにしておりました。 

【ガバナー補佐 瀧澤 秀俊 様（藤沢RC）】 

藤沢東クラブの皆様、本日はよろしくお願いいた

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 2５日 ３6 (３3） ２９ ４ ８７．８７   １ ９０．９０ 

９月 ８日 ３6 (３3） ２５ ８ ７５．７５   

2015～2016



【山口 俊明 会員】 

田中ガバナーようこそおいでくださいました。本

日はご指導よろしくお願い致します。 

【水川 健太郎 会員】 

田中ガバナー、ご訪問ありがとうございます。お

話を楽しみにしております。 

【吉田 新一 会員】 

田中ガバナー、瀧澤ガバナー補佐本日は宜しくお

願い致します。 

【上堀 美智子 会員】 

田中ガバナー、瀧澤補佐様、本日は宜しくお願い

致します。 

【吉田 成江 会員】 

田中ガバナー、瀧澤ガバナー補佐様、本日は宜し

くお願い致します。 

-卓話者紹介- 

第 3グループガバナー補佐 瀧澤秀俊様より 

-卓話- 

２０１５－１６年度 RID2780地区運営方針

ガバナー田中賢三様 茅ヶ崎ロータリークラブ 

K.R.ラビンドランRI 会長テーマ Be a gift to 

the world 世界へのプレゼントになろう

RI 会長が示したクラブ目標   

１ 会員の増強と維持  

２ 財団への寄付  

３ オンラインツールの利用 

４ 人道的奉仕     

５ 新世代（インターアクトローターアクトのス

ポンサーとなる） 

６ 公共イメージ 

-スマイル- 

【小柴 智彦 会長】 

田中ガバナー、瀧澤ガバナー補佐、本日はよろし

くお願いいたします。 

【片岡 啓次 会員】 

田中ガバナー本日はご指導をよろしくお願いい

たします。瀧澤AG宜しくお願いいたします。 

【須藤 修司 会員】 

田中ガバナーようこそいらっしゃいました。よろ

しく！  

【田中  繁 会員】 

田中ガバナー、瀧澤AG、本日はご指導よろしく

お願いいたします。 

【加藤 信忠 会員】 

田中ガバナーいらっしゃい。これから１年ご苦労

様です。よろしくご指導お願いします。 

【石井  博 会員】 

第 2780 地区ガバナー田中賢三様、本日の公式

訪問よろしくお願いいたします。 

【本田 昌子 会員】 

田中ガバナー、瀧澤ガバナー補佐、本日は雨の中、

当クラブへようこそ。ご指導よろしくお願いもう

しあげます。 

【土屋 善敬 会員】 

田中ガバナーならびに瀧澤ガバナー補佐をお迎

えして。よろしくご指導お願いいたします。 

【横田 佳代子 会員】 

田中ガバナーいつもあたたかいご支援とご指導

をありがとうございます。瀧澤ガバナー補佐、先

週に続いてよろしくお願いいたします。今日は楽

しみにいたしております。 

【鈴木 利雄 会員】 

田中ガバナー様、本日訪問下さりありがとうござ

います。宜しくご指導の程お願い申し上げます。 

【入澤 初子 会員】 

田中ガバナー様、足元の悪い中、ようこそおでか

け下さりありがとうございます。今後のロータリ

ー活性化は一重に田中ガバナーの双肩にかかっ

ていると思います。田中ガバナーのカリスマ性に

大いに期待しています。 

【狩野 圭司 会員】 

田中ガバナーのご来場をいただきありがとうご

ざいます。 

【石田 能治 会員】 

田中ガバナー、瀧澤AG本日は宜しくお願い致し

ます。 

【村木  薫 会員】 

田中ガバナー、ご訪問ありがとうございます。 



RID２７８０地区テーマ

もっと役に立つ もっと面白いロータリー

ロータリークラブおよびロータリアンに備わっ

ている才能、知識、能力、努力、献身と熱意、こ

れ等を世界に役立てようと掲げているのがラビ

ンドランRI 会長です。世界に、社会に、あるい 

は事業に、職業にもっと役に立つロータリーある

いはロータリアンを目指しましょう。そしてクラ

ブでの親睦、グループでの親睦、地区レベルある

いは世界での親睦を深め、もっと楽しく、もっと

面白いロータリーを目指しましょう。実践第一主

義で行動することが素晴らしい奉仕となり、プレ

ゼントになります。 

具体的な目標 

全てRI会長目標とRI戦略計画に基づいています。 

１ 奉仕活動

５大奉仕活動に積極的に取り組む  

ポリオ撲滅最優先 

R財団の地区補助金、グローバル補助金を理解し

てチャレンジ 

２ 公共イメージの向上  

マルチメディア等で良い活動は広めて影響力を

持とう。IM、クラブ周年事業 

自己が、クラブが、ロータリーが尊敬される存在

となろう Rデイチャティー大会 

ロータリーデイを市民参加の行事として実践し

よう ○○を市民参加 公開とする 

公共イメージ賞を設ける 

３ 寄付の理解 

財団一人当たり  ２００ドル以上     

R カードの普及 

米山記念奨学事業 ２０，０００円以上 

ポリオ撲     ４０ドル以上 

ベネファクター（一度に１０００ドル） 

１クラブ１名以上 

それぞれの目的は至高なプログラムです。 

超我の奉仕の精神のもとに学びや実践によって

理解を深めてください。  

４ 会員増強１０パーセント  衛星クラブを

立ち上げる 

私たち２７８０地区の平均は一クラブあたりの

会員数は３７名です。１０パーセントは一クラブ

３～４名です。その気になって努力すれば必ず達

成できます。女性、若い世代、新しい職業、熟年

世代、ロータリーファミリーなどあらゆる角度に

目を向けてください。 

楽しいミーティングを工夫して親睦を図りなが

ら情報を累積する機会を増やしてください。例会

や奉仕活動を役に立つ面白いロータリーとして

魅力を高めてくださし。 

５中核的価値観を出席や参加を多くして学ぼう

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。 

例会、IM、地区委員会、地区セミナー、地区大会、

国際大会の出席と参加をしましょう。 

出席は義務でなくて権利です。多くのことを学ぶ

チャンスです。親睦を促進し、ロータリーを学ぶ

ことは楽しみであると同時に役に立ちます。 

６ オンラインツールの利用促進 

MY ROTARY へのアカウント登録  

会員の５０%以上を目指してください。 

ロータリークラブセントラル   

１００％のクラブ   

何の項目を入力するのか明確にする 

ブランドリソースセンター  

ロータリーショーケース ボイス など 

７ 特別月間の大幅な変更を理解



ガバナー卓話終了後、クラブ会員との懇談会 

田中賢三ガバナーと瀧澤秀俊ガバナー補佐と共に。 


