
第1934回例会 2016年7月5日（火）(天候) 晴れ №１ 
点鐘 

開会 

国家斉唱：君が代 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

「４つのテスト」SAA 「理念」幹事 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介 なし 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告- 

-表彰＆特別挨拶-

直前会長幹事へお礼の記念品 

-幹事報告- 

・遊行の盆 7/30に第三グループで蓮を出し 

 ます。希望の方は幹事まで連絡下さい。 

・本日の例会後に、新年度理事会を行います。 

・6月末時点の人数報告を地区へしておきま 

した。総数：35名 内女性会員7名 

・7月のＲＩレートは１ドル＝102円です。 

・財団室ＮＥＷＳが来ていましたのでメーリ 

ングリストで流しておきました。 

-委員会報告- 

・フィリピンコトレンゴ障害者施設への奉仕 

報告 林国際奉仕副委員長 

・ロータリーの友 加藤雑誌Ｒ情報委員長 

・出席報告 出席委員会 

・スマイル報告 スマイル委員会 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 山口俊明会員 

河合克彦会員 

配偶者誕生日 

バースデーソング 

-卓話- 

クラブフォーラム  各委員長挨拶

点鐘 

閉会

直前会長幹事と今年度会長幹事 

「1年間ありがとうございました。」 

会長＆幹事 

林幹事 と 石田会長 

-スマイル- 

【石田能治会長】 

いろいろ御面倒をお掛けすると思いますが、何卒よ

ろしくお願いします。 

【須藤修司会員】 

石田さん、林さん、新年度スタートの日です。楽し

く、元気よく一年間頑張って下さい。応援します。
出席報告 
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７月 ５日 ３５（３１） ２６ ３ ８３.８７   
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-スマイル- 

【加藤信忠会員】 

新会長石田さんの船出、ご苦労様です。林幹事宜

しく。1年間ご健康を祈ります。 

【本田昌子会員】 

石田会長、林幹事、スタートおめでとうございま

す。事務局の問題が無事に落ちつきますよう応援

します。 

【田中繁会員】 

石田会長、林幹事一年間幹事が大変でしょうが、

頑張って下さい。 

【石井博会員】 

会長石田能治さん、幹事林葉之さん、新しい 41

年目のスタートになりますが、どうぞよろしく皆

さまをご指導ねがいます。

【河合克彦会員】 

誕生日の祝いありがとうございました。50 肩で

歩行もままならず 6 月は休ませていただきまし

た。 

【土屋善敬会員】 

石田会長、林幹事、1年間のご活躍を期待してい

ます。 

【鈴木利雄会員】 

石田第41代会長の任に当り、林幹事ご苦労様で

す。頑張って下さい。 

【入澤初子会員】 

石田年度が始まりました。おめでとうございま

す。良いクラブになれる様、よろしく御指導下さ

います様に。 

【小柴智彦会員】 

石田会長、林幹事一年間よろしくお願いします。

9月13日に藤東会ゴルフコンペを開催します。

多くの参加をお願いします。 

【村木薫会員】 

石田会長、林幹事、一年間宜しくお願い致します。 

【山口俊明会員】 

石田会長、林幹事一年間頑張って下さい。誕生日

のお祝いありがとうございます。 

【田島勇次会員】 

妻と私の誕生日プレゼントありがとうございま

した。例会の出席が少なく恐縮です。 

【大坪加寿子会員】 

石田会長、林幹事、一年間宜しくお願いします。 

【吉田新一会員】 

石田会長、林幹事、一年間宜しくお願いします。 

【竹澤禎浩会員】 

石田会長、林幹事、新年度スタートおめでとうご

ざいます。これからもよろしくお願い致します。 

【徳山秀秋会員】 

新年度スタートおめでとうございます。入会して

１カ月、よろしくお願いします。 

-委員会報告- 

ロータリーの友 平成 28年７月号抜粋です。 

加藤信忠 雑誌・R情報委員長 

左のページからです。表紙は、今年度の RI 会

長、ジョン F・ジャーム氏ご夫妻です。テネシー

州チャタヌーガのご自宅です。 

3 ページです、「ロータリーの友」雜誌のさら

なる改革に向けてと題して・・・ロータリーの友、

委員会長、横浜RCの清水 好夫会員のメッセー

ジです。 

ロータリーの友は、印刷版と電子版で構成され

ております。7 月号から A4 変形型から A4 版

にしました。表紙は投稿写真から編集委員会で選

定してイラスト処理したデザイン写真になりま

す。 

ロータリーの友の構成メンバーは、ガバナーの

代理者としての地区代表委員会と編集担当理事、

そして編集部のスタッフです。コミュニケーショ

ンを深め、全国のロータリアンの活動を支援しま

す。支援と情報の提供をお願いします。2020

年に発行予定のロータリー100 年史は「温故知

新」として次の100年を目指す日本のロータリ

ーを支援する内容で編纂します。多大の協力をお

願いします。 

６ページは、 「ロータリーとは」のコーナー

です。「ロータリーの誕生とその成長と日本のロ

ータリー」です。新年度ですから一応目を通して

下さい。 

扨、７ページです。 2016-2017 年度 RI

会長ジョン f・ジャーム氏のメッセージです。 

テーマ「人類に奉仕するロータリー」が標題で

す。 

親愛なるロータリーの皆さん、今、まさに始ま

ろうとする今年度のいつの日か、私たちの歴史に

おいて、最大の偉業ポリオ撲滅の年になるかも知

れません。もうアフガニスタンとパキスタンの

74件にとどまりました。 



ポリオ撲滅のロータリーの役割が広く認知

されることは将来に於いて極めて重要です。私

たちの功績が知られる程、より大きな目標を達

成するために、パートナーや資金、そして最も

重要である会員を集めることができるからで

す。 

テーマ、「人類に奉仕するロータリー」を実

現する活動を進めるためには、さらなる多くの

自発的な、支援の手、いたはりの心、聡明な頭

脳が必要です。私たちが求めているロータリー

は若い会員ばかりでなく、引退した人や、在職

中の人にでも魅力を感じてもらえる様な柔軟

なクラブにならなければならない。 

ロータリーは、新たなパートナーシップを探

し、門戸を開いて他の団体と連携関係を結ぶ必

要があります。そして、将来を見据えてリーダ

ーシップの継続性についても優先しなければ

いけないと考えております。 

そしてロータリーで奉仕する皆さんの活動

の一つ一つの善行がより良い世界を作るので

す。新たな年度を迎えるにあたり、私たちみん

なが「人類に奉仕するロータリー」を通じて世

界をより良い方向へ持っていかなければなり

ません。 

8 ページです。「チャンピオン…オブ・チャ

ーターヌガー」(テネシー州チャタヌーガを支え

て生きる人)  ジョン F・ジャーム氏のことで

す。プロフィル。 

国際ロータリークラブ会長、ジョン F・ジャ

ーム氏、77 歳です。1976 年チャタヌーガ-

ロータリークラブに入会して以来、今日までジ

ュディー夫人と倶に歩いて来ました。これから

も倶に世界のロータリアンと接していくわけ

です。 

職業はエンジニア・コンサルティングです。

人並み外れたエネルギーは、チャタヌーガの誇

りです。テネシー州チャタヌーガの血液バンク

を設計したり、荒れ果てた乳製品工場の空き

瓶・空缶の山を片付けて、障害施設「ジョン F・

ジャーム・リサイクルセンターを建設して自ら

管理したり、ラクリルリーグ球場の落成式の祝

杯を挙げたりの、エンジニアとしてのアイデア

は抜群です。話題も多い。 

又、伝説的募金の達人で、ポリオ撲滅の、メ

リンダ・ゲイツ財団の補助金の後押しで「ロー

タリーの２億ドル募金のチャレンジ」を指揮し

て、上回る、2億2870万ドルをポリオ撲滅の

ための募金を成功させた話が有名だそうです。 

１８ページ2016-17年度 RI 理事会のメン 

バーです。日本からは、豊田 RC の斎藤直美会員

です。メッセージが 40 ページにあります。その

中で、会員が増えないと、ゾーンの再編問題が出

てきます 。日本はあくまでも、日本で一つのゾー

ンで有りたい。そのためには会員増強が欠かせな

いです。 

20ページからは、ガバナーの横顔です。32ペ

ージに、我々2780 地区の佐野英之ガバナーご夫

妻の紹介があります。テーマは「自然の恵みを奉

仕に」秦野ロータリークラブ会員で、明治元年創

業の造り酒屋のご当主です。豊な自然に包まれて

育ったせいか、温厚で責任感が強い。酒屋の社長

でもお酒は一滴も飲めない。 

43 ページは、「ロータリー日本 100 年史」が

刊行されます。実行委員長の茅ヶ崎湘南ロータリ

ークラブのパストガバナー神崎正陳氏の詳細なお

話はです。 

「ロータリー50年史」が発行されたのが1971

年です。50年史以後の、ロータリークラブの変化

は先行の 50 年とは違った意味で大きなものであ

ろうと認識しております。それをどう把握して次

に繋げるかが最大の課題と思います。 

46ページ世界のローターリーニュースです。始

にスコッランドロータリーとヨルダンのロータリ

ークラブの活動です。オランダのロータリーの活

動では、新種のチューリップの販売権で、ポリオ

撲滅の寄付825万円が出来ましたとのことです。

キルギスロータリーやメキシコロータリークラブ

などの活動もあります。暗い世相の中の明るいロ

ータリアンの活動があることが嬉しいです。 

50ページの「心は共に」では熊本地震、への救

援の話題、大分中央ロータリークラブから阿蘇へ

の救援活動。他。東日本大震災では、東京神宮ロ

ータリークラブから足漕ぎ車いすの寄贈など、未

だにロータリークラブの救援の手が差し伸べられ

ております。 

縦のページです。2500 地区第 2 分区の IM の

特別講演、標題 「地域医療の取り組み」講師は

中頓別町立歯科代表杉沢宗一郎先生です。 

平成 17 年に歯科大学を卒業してこの地頓別の

町に来ました。歯のない人に咀嚼の喜びをと、歯

を作くる歯医者から始めた地域医療の苦労のはな

しです。 

縦の９ページ友愛の広場、１６ページは卓話の

泉です。 一つは港北RCにて、「銀行の秘密」の

話、元三井住友銀行新横浜支店長井口裕香子会員、

一つは、武蔵野中央RCにて、「認知症は怖くない」

石沢敦会員です。 

以上、今月号ご紹介です。 



-委員会報告- 

フィリピンコトレンゴ障害者施設への奉仕活動

林国際奉仕副委員長 

活動日時：2016年 6月 26日 

場所：サンマテオ市（ケソン市から車で約2時間） 

参画グループ：藤沢東ロータリークラブ１名  

クバオ南ロータリークラブ15名  

白河南ロータリークラブ7名 

寄付金総額：200,000 円（藤沢 RC10 万円、

白河南RC10万円） 

クバオ南ロータリークラブの6月25日に開催

された周年事業に合わせて障害者施設に対する

支援プロジェクトを実施しました。現地のコーデ

ィネートは、全てクバオ南ロータリーにて行って

いただきました。藤沢東ロータリーとクバオ南ロ

ータリーの姉妹クラブである白河南ロータリー

クラブで総額20万円の寄付金を送り、その資金

でプロジェクトを行いました。 

コトレンゴ障害者施設には、約50名ほどの障

害者が暮らしており、15年の歴史があり一生涯

面倒をみる施設であるとのことでした。写真に

は、写すことができなかったのですが、ベッドで

ただ横たわるだけの障害者も 20 名ほどいまし

た。ほとんどの障害者は、親から棄てられて病院

の床で転がされていた子供たちを施設長である

神父さんが救助してきているとのことでした。 

その他の子供たちとピエロを呼んでパティーを

して楽しみました。子供たちが寄ってきて「お兄

ちゃん、一緒に踊ろう！」って手を引っ張って前

に出て一緒に踊ったりして、楽しいひと時を過ご

すことができました。 

その後に、会計報告にあります商品を寄付して、

子供たち一人一人に手渡すことができました。 

機会があったら、今度は藤沢東ロータリーのメ

ンバーと一緒に行ってこのような支援プロジェ

クトを薦めていけたらと思います。 

会計報告： 

収入 

藤沢東 RC 寄付金 100,000 円 ＠44ペソ 44,000 ペソ 

白河南 RC 寄付金 100,000 円 ＠44ペソ 44,000 ペソ 

収入合計 ： 88,000 ペソ 

支出 

ユニフォーム 15人分        22,500 ペソ 

（Tシャツ、ジョギングパンツ、靴） 

コトレンゴ Tシャツ 40 人分   10,000 ペソ 

食品・衛生用品等     7,306.5 ペソ 

お米、洗濯洗剤、シャンプー、石鹸、アルコール除菌剤等 

学校道具：色鉛筆 15 セット 20ペソ/個  300 ペソ 

おえぬり 15 セット 10 ペソ/個   150 ペソ 

ビニール鞄 15 セット    1,064 ペソ 

アルファベッド 学習セット 15セット  3,270 ペソ 

ボクサーズボン 40 セット 35 ペソ  1,400 ペソ 

薬、ビタミン剤    10,000 ペソ 

ファストフード    14,750 ペソ 

ファストフード配達料    200 ペソ 

演出用ピエロ 2人分    1,850 ペソ 

合計：73,089 ペソ 

次回繰越金：          14,910 ペソ（約 33,886 円） 



-卓話- 

クラブフォーラム 

各委員長（理事）からの挨拶 

2016-2017年度 会長方針 

石田能治会長

RI ジョン・F・ジャーム会長の「人類に奉仕す

るロータリー」の方針、及び佐野英之ガバナーの

地区目標が掲げられました。 

 それに従い、私たち藤沢東ロータリークラブの

実情、又特徴を種々勘案し、ロータリー活動を行

いたく思って居ります。 

藤沢東ロータリークラブ会長として私の考えは、

一にも二にも「明るく楽しいクラブ活動を」の精

神で頑張ります。 

そして、地区方針にもありますように、 

 １会員増強 

 ２財団100周年（財団/米山への寄付） 

 ３ポリオ撲滅 

以上３目標に藤沢東ロータリークラブとしての行

動目標として、 

① 明るく楽しいロータリー活動を 

② 新会員に対する、親睦、及び炉辺会議、勉強

会等の鋭意実践 

③ サークル的な会員相互の人事交流、近場（藤

沢市内）での趣味、スポーツ、飲食会の集い

の交流 

上記を目標として活動したいと思って居ります。 

特に、財団 100 周年の記念の年に、各寄付行

為に対して積極的に奉仕できるよう頑張ります。

会員の皆様も、この財団 100 周年の意義を十分

に考慮して頂き、積極的に参加していただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

前年は、藤沢東ロータリークラブ40周年の記念

行事も終り、今年度は、新しい41年目のスター

トになりますが、諸先輩歴代会長幹事に敬意を表

し、林幹事共々2016-2017 年度の会長として

頑張ります。 

 皆様のご協力を賜りたく、よろしくお願いしま

す。 

幹事目標・方針 

              林葉之幹事 

 幹事として、石田会長の「先ず、明るく、楽し

く」の精神でクラブ運営を図り、会員相互の理解

と信頼が一層深まるように努めていきたいと思

います。 

今年度より事務局の体制も新しくなり、何かとご

迷惑がかかることと思いますが、どうか皆様のご

理解とご協力をお願いします。 

山口会長エレクト 

 「明るく楽しいロータリー活動を」の石田会長

方針に沿って会員皆でやっていければと思いま

す。昨年のクバオ南RCとのピナツボ支援や先月

の塩釜東RCの記念式典のような感動的な活動も

体験できて、この感動を忘れずロータリー活動に

臨みたいと思っております。」 



小柴理事（奉仕プロジェクト委員会） 

「久しぶりにテーブルでの食事を美味しく戴

いております。ロータリーの重要な奉仕プロジ

ェクトの内、青少年奉仕の方がうすいように感

じられます。皆さんのご協力をお願い致しま

す。」 

土屋理事（R財団米山奨学委員会） 

「財団と米山の寄付の集め方について少し検

討をしたいと思います。また、石田会長と林幹

事の年度は当初より多難な船出で大変ですが、

『災い転じて福となす』のように皆で一致団結

して応援するにはすごく良いチャンスだと思

います。特定の人だけが応援するのではなく、

会員皆で応援して盛り上げていければ益々良

いクラブになっていくと思います。」 

田中繁理事（クラブ管理運営委員会） 

「管理運営面では、良い卓話が聞けるように、 

出席が増えるように、スマイルがたくさん寄せ

られるように、運営を図りたい。 

また親睦がクラブ活動で一番重要でもあります

ので皆で明るく楽しい活動ができるように・・」 

入澤理事（会員組織委員会） 

「今年度プログラム委員会を担当します。卓話

をして頂ける方を探しております。皆様のご協

力をよろしくお願い致します。」 

片岡理事（公共イメージ委員会-代理代読） 

「石田会長方針の『明るく楽しいクラブ活動』

をサポートできるように会報等の情報提供を行

っていきます。」 
新年度会場風景 


