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・会費請求書・領収書を本日お渡ししております。 

 ご確認ください。 

-委員会報告- 

・出席報告 出席委員会 

・スマイル報告 スマイル委員会 

・ロータリーの友 概要 石井博会員代読 

・田中繁常任委員長より、石神会員のお見舞い報告 

・片岡公共イメージ常任委員長から病気回復によ 

 り復帰のご挨拶。 

 「3ケ月間の闘病生活の後、リハビリを経て 

 本日復帰できました。入院中に皆様より心温ま 

 るお見舞いを頂き、感謝しております。」 

 壮絶な治療の為、頭髪も剃り上げた様子で、これ 

から生え揃う予定。お帰りなさい！ 

-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 

-卓話- 

 クラブフォーラム 

 勉強会「ロータリー国際奉仕」 林幹事 

点鐘 

閉会

点鐘 

開会 

国家斉唱：君が代 

ロータリーソング：「我等の生業」 

「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  

ゲスト・スピーカー なし 

ビジター 中井泰彦様（東京上野RC） 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告- なし 

-表彰＆特別挨拶-  なし 

-幹事報告- 

・本日例会後、理事会を新事務所にて行います。 

・例会休会及び変更のお知らせが他クラブより

届いております。メークアップ予定の方はご

注意願います。 

 藤沢北RC 9/16（金）夜間例会（青少年交

換留学生歓迎会、9/23（金）休会、9/30 

 振替休会（9/24（土）POLIO キャンペーン）、

10/14（金）振替休会（地区大会） 

 藤沢西RC 9/8（木）親睦ゴルフ・夜間例

会、9/15（木）振替休会（9/10ピンクリ

ボンウォーク）、9/22（木）祝日休会 

 茅ヶ崎ＲＣ 9/22（木）休日休会、9/29（木）

休会、10/13（木）振替休会（10/16地区

大会） 

・第 26回インターアクト年次大会の御案内が

地区から届いています。 11/19（土）の 

 14:10～17:00（受付は13:40から） 

 相模原南市民ホールにて行われます。登録料 

 一人 3,000円で申込期限は9/30です。 

・藤沢市民祭りの時にPOLIO 撲滅街頭キャン 

ペーンを9/24（土）に行います。 

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 ９日 ３４（３０） ２１  ７ ７０.００   .  

９月 ６日 ３４（３０）   .    
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●事務所／藤沢市南藤沢4-2吉田ビル5階 ＴＥＬ 0466-41－9191  ＦＡＸ 0466-41－9192
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-スマイル-      村木スマイル委員長 

【東京上野RC 中井泰彦 様】 

片岡さんが元気に復帰された事を祝して。 

【石田能治 会長】 

片岡さん、お待ちしてました。今後共よろしくお

願い致します。 

【林葉之 幹事】 

片岡さん 復帰おめでとうございます。この日を楽

しみにしてました。お帰りなさい。 

【本田昌子 会員】 

片岡さん、お元気なお顔を拝見し、とても嬉しく

思います。会長幹事を務めたあの頃は若かったわ

ね。今も青年の様ですよ。お互いにガンバリまし

ょう。 

【横田佳代子 会員】 

片岡啓次会員、お帰りなさい。こんなにうれしい

ことはありません。100歳まで元気で。笑顔の片

岡さんでいて下さい。 

【石井博 会員】 

片岡啓次さん ご退院お目出度うございます。どう

ぞよろしくお願いします。 

【鈴木利雄 会員】 

片岡啓次様 退院おめでとうございます。 

【土屋善敬 会員】 

片岡さんの復活をお祝いして 

【田中繁 会員】 

片岡 復帰おめでとう。少し毛も生えてきましたね 

【山口俊明 会員】 

片岡さんご退院おめでとうございます。復帰をお

待ちしておりました。 

【村木薫 会員】 

片岡さん 久しぶりにお顔を拝見できましてうれ

しいです。 

【竹澤禎浩 会員】 

片岡さん、復帰おめでとうございます。これから

もよろしくお願いします。 

【大坪加寿子 会員】 

片岡さんおかえりなさい。この日を楽しみにして 

おりました。 

【和田江理佳 会員】 

片岡さん 復帰おめでとうございます。私、出

席久しぶりです。よろしくお願いします。 

快気祝い＆妻の誕生祝い 

【片岡啓次 会員】 

長期間、欠席してしまいました。9月から復帰

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

妻の誕生祝のお花をありがとうございます。妻

と同じくらい「かわいい」花でした！！ 

-委員会報告- 

ロータリーの友 平成 28年 9月号抜粋 

     雑誌・R情報委員長 加藤信忠 

石井博会員代読 

横のページです、今月のRI 会長 ジョン・F・

ジャーム氏のメッセージです。  

  標題は 無敵の組み合わせ。 

 １９１７年の夏、アメリカが第一次世界大戦

に参戦してから数ヶ月後、ロータリークラブは

アトランタ-で第8回年次大会を開きました。

多くのロータリアンは戦時だから中止するべ

きと考えたが、結局は開催すると云うポール・

ハリスの案に賛成したのです。ハリスは歓迎の

辞で「個人の努力が十分に向けられた時、多く

を成し遂げる事はできる。最大の善は、多くの

努力が結集した時に実現するものです。個人の

努力は個人のニーズに向ける事ができる。 

大勢の努力の結集は、多くの人への奉仕に捧げ

られるに違いありません」 



そして当時の会長アーチCクランクが「世界で

良いことをする」ためにと、ロータリーの基金

の設立を提案したのです。この時、結集された

努力にリソースと云う新しい力が加わってロー

タリー財団が誕生したのです。そして、この

100年間の活動を支えたのは、世界のロータリ

ークラブなのです。 

今年度はこの生誕地アトランタで国際大会が開

かれます。そしてロータリー財団100週年の祝

賀が行われます。 

国際大会常連の人も、ここ数年出席していない

人も、一度も出席していない人も、1917年の

国際大会は絶対に見逃せない大会です。 

アトランタは、地元料理、親切な人々など、見

どころの多い魅力的な街です。しかし国際大会

に出席する真の理由は、皆さんがそこで見つけ

る、アイデア・感動・友情に有ります。 

どうぞ来年はアトランタでお会いしましょう。 

9月はロータリーの友月間です。識字率向上月

間でもあります。 

8ページから「ロータリー雜誌の仲間たち」 世

界の仲間の表紙だけですが、掲載されておりま

す。世界が間近く見えます。楽しんで下さい。 

10ページです。 お気づきですか「ロータリー

の友」が少し変わりました。の欄です。  

ロータリアンには経営者が多いので今まで、持

ち歩きの出来るA4変形型でした。それが、こ

の度、経費の節減でA4版になりました。大き

くなった分、文字数が増えました。 

そして、ロータリークラブの紹介欄ですが、以

前は「風紋」でした。個人の紹介が主体でした。

評判は良かったのですが、マンネリになりまし

たので、「わがまち・・・そしてロータリー」

でクラブの紹介になりました。それが今度の8

月号からは「クラブを訪ねて」の標題になり、

各地のクラブの紹介をする事になりました。今

月号は縦のページで箱根ロータリークラブをご

紹介しております。従来は集合写真の掲載は、

いけない事となっておりましたが、この度から

親しみ安い集合写真は敢えて掲載する事にしま

した。 

7月号の表紙は、恒例で年度のRI 会長です。 

8月号は国際大会の会議場風景でした。9月号

は識字率向上月間に因んだ表紙にしました。 

15ページです。 英語で「サザン・コンフォー

ト」です。訳は (アメリカ南部の癒やし) 

大筋は、来年の国際大会を開催するアトランタ

の紹介です。コカ・コーラの街です。小説「風

と共に去りぬ」のレット・パトラに迫る人気だ

そうです。 

2万 8千平方メートルの地に99億円かけたワ

ールドオブコカ・コーラ博物館がある事でも有

名だそうです。1996年の夏季オリンピックの

ために世界中のアーテイストが作った高さ8メ

ートルの巨大なコーラーボトルが迎えてくれま

す。 

16ページから アトランタの写真が沢山あり

ます。 素晴らしい街です。楽しそうですね。 

24ページ 「ロータリー財団100週年を祝う」

日本ロータリーの学友会長 田中栄次郎氏 

 ロータリー財団１００週年記念シンポジウム

のご案内です。 

日本ロータリー学友会のシンポジウムを行うに

ついて、ロータリアンだけでなく広く一般の人

にもお知らせするべく、と考へましたので、別

紙(25ページ)にての報告です。 

登録料は各ガバナー事務所にお届けしてありま

す。 

２８ページからの標題は、「識字」 の学習に

ついて２５７０地区の直前ガバナー高柳育行氏

の報告です。「ブルキナファソの女性のために」

アフリカの事です。ここの成人の識字率は

24.4%だそうです。 

３０ページです。「Cle」について 2680地

区 石井 義昌パストガバナーの説明です。 

ロータリアンのリチヤード・ウォーカー博士の

英語の教え方が識字率向上に大きな成果を上げ

た。それは単語の丸暗記でない学習方法を取り

上げる、語学集中研修の頭文字だそうです。 

36ぺージ「心は共に」は、今に続くロータリ

ーの救援活動です。和歌山アゼリアロータリー

で熊本地震の被災地に通信高校生と知恵を絞っ

て作った携帯用簡易トイレ１０００個の寄贈、

ユニークな製品です。これから役にたちそうで

す。 

37ページです。「ロータリーを知るには」 ロ

ータリーの友、二神編集長のアドバイスです。 

42ページです。「世界のロータリーニュース」 

イギリスはアイルランド国際ロータリーが女王

様に捧げる詩を募集」・モロッコのインターア

クトのカサブランカの医療奉仕・インドのロー

タリアンは障害のあるこどもたちへの寄付・イ

ギリス領ヴァージン諸島や、ニカラグアのロー

タリークラブの医療活動。

48ページは ソウル国際大会に、まつわる思

い出です。 

第 2570地区の茂木会員から、「さらに絆を深

めてくれたできごと」ソウル便の例の羽田の航

空機火災の出来事です。7̃80 人のロータリア

ンは九死に一生の中でも1人も騒がず、ロータ 



リーアンは、年寄りや女性の手助けに手をのばし

ていました。 

縦のページです。昨年の11月 21日の2540

地区の若者支援フォーラム基調講演です。 

  講師は秋田大学教育文化部教授 臨床心理

士 柴田 健氏です。 

標題は、「社会に馴染むことが 難しい若者支援」 

要旨です。 私の専門領域は臨床心理学なので、

「家族療法」を専門としている分野です。 

現在「引きこもり」「ニート」といわれている人、

15歳から34歳までの非労働力人口のうち、通

学しておらず、家事を行っていない若年無業者の

事を「ニート」といいます。推計では全国では

56万人位だそうです。この人たちの支援をどう

したら良いかのお話しです。 

縦の 9ページは、前述のクラブを訪ねてです。

噴火騒ぎを乗り越えて天下の嶮の粹なクラブは

2780地区の箱根ロータリークラブです。例会場

は明治11年創業の富士屋ホテルのカスケード

ルームです。メークアップに行きましょう。 

１３ページは友愛の広場、2780地区では、平塚

北クラブの山梨会員の「死にざま 生きざま」を

お読み下さい。 

１８ページの卓話です。新宿RCの琵琶演奏家榎

本百香氏の「琵琶の魅力」です。薩摩琵琶と筑前

琵琶の生い立ちの話です。松山東RCの豊島学園

理事長の豊島徹会員は「キラキラネーム」が面白

い、読めない子どもの名前が数年前から増えてい

ます。これをキラキラネームといいます。以上、

詳細はお読みください。

9月号の抜粋をして見ました。 

理事会を新事務所にて行いました。 

新事務所にて 複合機（FAX、コピー、プリン

ター、スキャナー）も設置済み。  本格稼働

10月から（9月末まで林幹事事務所にて対応） 

 新事務所 

 〒251-0055 藤沢市南藤沢４-１吉田ビル5F 

 TEL：0466-41-9191 

 FAX：0466-41-9192 

理事会風景 藤沢東RC新事務所において 

会議用テーブル、事務机等は林幹事より、椅子

は入澤会員の御令嬢淑江様（藤沢南RC）より

ご提供頂きました。ありがとうございました！ 



クラブフォーラム 

「ロータリー国際奉仕について」 

  林葉之 クラブ国際奉仕副委員長 



林国際奉仕副委員長 

プロジェクターにて説明をして頂きました。 

 今月号からＡ４版にサイズ変更されました。 

第 43回藤沢市民まつりは「キュンとするま

ち。藤沢」をメインテーマに、2016年（平

成 28 年）9 月 24 日（土曜日）、9月 25

日（日曜日）に開催致します。 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp

/jiti-s2/kurashi/shimin/chiiki/43-matsu

ri.html 

RI2780地区第3グループでは、9月24日 

（土）10：00～藤沢駅サンパール広場にて 

END POLIO NOW街頭キャンペーンを行い 

ます。 

7/31遊行の盆の際、END POLIO NOW様子 


