
第1953回例会 2016年12月 6日（火）(天候) 晴れ №20 

-委員会報告- 

・クリスマス会＆新年会の件 親睦委員会  

・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』1２月号抜粋 

加藤信忠雑誌R情報委員長 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  土屋善敬会員

配偶者誕生日  

飯森恵子様(飯森均会員配偶者) 

須藤美矢子様(須藤修司会員配偶者) 

-会員入会式- 

 入会会員 片倉昌幸 様 

 湘南信用金庫藤沢支店長（金融業） 

-卓話- 

クラブフォーラム  

：YouTube『おしえてロータリー』観賞会 

点鐘 

閉会 

点鐘 

開会 

国歌斉唱：「君が代」 

ロータリーソング：「我等の生業」 

４つのテスト：SAA 

藤沢東ロータリークラブの理念：山口会長ｴﾚｸﾄ 

ゲスト・スピーカー なし 

ビジター紹介  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-  

・石神邦孝会員が11月 30日にご逝去されま

した。 

謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 ・・・本日もよろしくお願い致します。 

-表彰＆特別挨拶-  なし 

-幹事報告- 

・本日例会後、理事会を事務所にて行います。 

・先週に引き続き、中村会員のご協力により、

ご希望の方には、例会後にインフルエンザ予

防接種を実施いたします。中村会員が用意さ

れている問診表の記入をしていただく必要が

あるので、あらかじめ記入をしてください。 

・例会の変更通知が入っております。 

 藤沢北ロータリークラブ 

   12 月 16日(金) 振替休会 

     15 日(木) 忘年移動例会  

・塩釜東ロータリークラブより創立50周年記

念式典DVDが届いております。 

回覧致しますので、ご希望の方は、ご覧にな 

って下さい。 

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 

１１月１５日 ３５（２９） ２１    ７ ７２.４１  １ ７５.６８  

１２月 ６日 ３４（３０） １７ １３ ５６６６   

2016～2017 Rotary Club of Fujisawa East

藤沢東ロータリークラブ 週報

●会 長／石田能治 幹 事／林葉之  例 会／毎週火曜日 １２：３０ ～ １３：３０

●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

●例会場／湘南クリスタルホテル藤沢市南藤沢14-1 ＴＥＬ０４６６-２8－2111 FAX 0466－２８－２１２６

RROOTTAARRYY SSEERRVVIINNGG HHUUMMAANNIITTYY

クリスタルホテル５F「ボンヌシャンス」

Bonne Chance



-スマイル-       

【土屋善敬 会員】 

誕生日祝いをありがとうございます。 

これからもよろしくお願いします。 

【田中繁 会員】 

片倉支店長入会おめでとうございます。 

よろしくお願いします。 

【山口俊明 会員】 

片倉支店長、入会ありがとうございます。 

会員とともに良い地域社会づくりに貢献しましょ

う。 

【徳山秀秋 会員】 

片倉支店長ご入会おめでとうございます。 

よろしくお願い致します。 

【大坪加寿子 会員】 

中井様ようこそおこし下さいました。 

片倉様入会おめでとうございます。これからどう

ぞ宜しくお願いします。 

-委員会報告- 

クリスマス家族会について  親睦委員会 

月日：12/20（火） 

時間：6:00 ～ 受付、 

6:30 ～ 開演 

場所：クリスタルホテル３Ｆ「フォンテーヌ」 

新年会について 

 月日：2017年１月10日（火） 

 場所：煌蘭 さいか屋８F 

             水川親睦委員長 

「詳細は、決まり次第ＦＡＸ等によりご案内申

し上げます。奮ってご参加願います。」 

田中繁 クラブ管理運営委員長 

-委員会報告- 

ロータリーの友 平成 28年 12月号抜粋。 

加藤信忠 雑誌・R情報委員長 

横のページです。 

国際ＲＩ会長ジョン F・ジャーム氏のメッセ

ージの標題は「見ず知らずの人たちを支援す

る」 

  親愛なるロータリーの皆さん、 私はエ

ンジニアとして入会しました。エンジニアは多

くの分野に分かれて、それに応じて職業分類が

あります。私の場合は、メカルニカルエンジニ

アといって、新しいビルの暖冷房の設計や、照

明、配水菅などの設計をします。 

メカルニカルエンジニアは、大勢のなかで目

立つ存在ではありません。皆さんもビルを出入

りしてエレベーターに乗る時も、車に乗って信

号を渡る時も、見ずしらずのエンジニアに命を

預けて居ることになるわけです。つまり皆さん

は、面識の無い人達に命を預けているわけで

す。  

私は、他のいかなる職業についても同じような

事が言えるとこと思います。普通の仕事にも、

同じ様に人生を変える影響力が有るものです。

私達の目に触れるものも有ればそうで無い物

有るでしょう。私達は職業に因って、人々がよ

り良く、安全で、より健康的な生活が出来る様

に手助けをする事が出来るのです。 

私達が手を差し伸べる人達は、ロータリアン

に会った事が無いかも知れませんし、ロータリ

ーの存在すら知らないかも知れません。それで

も、これらの人々が、例えばロータリーの掘っ

た井戸からから綺麗な水を飲み、ロータリーが

提供した本を読んで学び、より良く、より幸福

で、より健康的な生活を送るでしょう。なぜな

らば人類に奉仕するロータリーが有るからで

す。 

７ページから 特集 「奉仕の後のアフター

ケア」です。 

私たちはクラブの創立記念日などで記念品

を贈呈するが、その場限りと云うものもある

が、時計などの様にアフターケアの必要なもの 

-訃報- 

石神邦孝会員が11月 30日に逝去されました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 



もあります。私達函館東ロータリークラブは

「護岸壁絵画のさよならセレモニー」をしまし

た。啄木の歌集一握の砂のある漁 火

いさりび

通りの、護

岸用コンクリートに1997年に市内の小学生に

参加して貰い、函館の風景を描いてもらったも

のです。しかし 20 年を経て、大分酷くなった

ので市の理解と協力を得て、500メートルのう

ち約100メートルを削りました。作業完了時に

は、参加者の笑顔が見られました。多くの参加

者に感謝しました。 

横浜瀬谷RCで設置した「せやまる文庫」は、

設置から 2 年経過したが本が戻らない対策、小

田原中ロータリークラブは、小田原城の美観の

一役で、木製時計塔のメンテナスです。 

それぞれ目立たない奉仕活動もあります。 

１３ページです。「ロータリー財団 100 周年

を祝う」2760地区ガバナー 加藤陽一氏から 

「第 4回「ワールドフード+ふれ愛フエスタ」

今回も大成功で10月22-23日に名古屋の久屋

大通公園の会場に25軒の専門料理店18軒の工

芸品店、3 箇所に設けたステージでブラジルの

サンバやアフリカのドラムなどで盛り上がりま

した。その模様は次ページまで。 

16ページは、ロータリーの日本財団の決算報

告書です。理事長千 玄室氏よりご覧下さい。 

２０ページは、緊急事態に、迅速応えるシェ

ルターボックスの救援チームです。ロータリー

は災害に見舞われた地域の援助にシェルターボ

ックスと提携しております。 

26ページ世界のロータリーのニュースです。

イギリスのロータリーの1994-95年RI会長ビ

ル・ハンドレ氏の基金の創設の話・南アフリカ

のローターアクトクラブの識字率の向上運動。 

カナダのロータリークラブの話。中国の上海

ロータリークラブで障害のある成人 14 人のた

めに職業訓練所を作る。その様な話題です。 

３０ページです。「よねやまだより」です。 

奨学生の紹介は中国の陳瑶さんです。世話ク

ラフは四日市東ロータリークラブです。カウン

セラーは市田淳一会員の話では、イケメンで背

が高く凄い子だなと思いました。毎回例会に出

席してもらい、どこに行っても通用する人間に

なって欲しいと指導しました。 

陳君は、奨学生の 2 年目に目的の大学院の入

学に失敗して落ち込んでいる時、市田会員に伊

勢までドライブに連れて行ってくれた事を忘れ

ません。また、市田さんは今年の卒業式に駆け

つけてくれました。卒業後は日中の懸け橋にな

るべく相応の商社に入社しました。貧困地域の

自立、格差是正に頑張ります。

33 ページは、心は共に、東日本大震災の

欄です。 

今月は 2660 地区の大阪御堂筋ロータリ

ークラブと東北の 2 地区のローターアクト

との交流、が有りました。大宮ロータリーク

ラブが東北の支援活動に、少年野球大会の優

勝旗の寄贈。 

34 ページから各地区の地区大会の略報が

掲載されており、我が地区も35ページに、

佐野ガバナーの紹介、鏡割りなどの様子、和

やかな雰囲気を醸し出しております。 

縦のページです。 2月 7日に国際ロータリ

ー第 2530 地区の(福島 RC、)第 2 分区 IM

の記念講演です。わが社の震災復興への取り

組み福島ヤクルト取締役会長 渡辺博美氏 

一年浪人して福島大学に入学して後に学

長になる、玉山勇先生のゼミをうけました。

先生のゼミの内容は徹底して渋沢栄一始め

明治維新の経営史の研究でした。このゼミの

内容では就職に、役に立たないものと思って

いました。就職は、未だ誕生して15年の東

北ヤクルト製造株式会社でした。販賣会社メ

ーカーのヤクルト本社とフランチャイズ契

約しておりますからエリアと云うものがあ

ります。南は本宮市、北は岩沼市から仙台空

港までです。エリア内には相馬・浪江・双葉

町も入ります。そこで津波事故が起きます。

当社も翌日に対策本部を立てました。社員

140人、ヤクルトレデイ400人の安否が分

からない、100 の市場の 3割が無くなって

しまった。社員は月給制だからよいがヤクル

トレデイは委託契約ですから歩合制です。私

は先ずリストラはしない事にして乗り切る

事にしました。そこに学生時代に学んだ渋沢

英一先生の教えがよみがえったのです。人を

大切にし、磨いて生産性を上げれば絶対困難

を乗り切れる。 

 縦の 9ページです。わがまち・・・・そし

てロータリーの欄です。 

今月の紹介は和歌山県田辺市の 2640

地区田邊はまゆうロータリークラブです。世

界遺産に登録される予定の闘鶏神社が例会

場です。境内には武蔵坊弁慶とその父とされ

る熊野別当、湛増の前で二羽の鶏が争ってい

る銅像があり、由来が書いてありました。 

 １３ページは友愛の広場です。 

目に入りましたのは京都RCの航空事業の池

田会員の「ご縁に感謝」自分にとつて大変な

事が二つありました。一つは、日本航空の御

巣鷹山の墜落事故、4名の人が奇跡的に生存 

。 



されたが520人の尊い命を奪った事件です。 

その上、先日は当社社員が慰霊登山に備えて整

備して居た仲間が、滑落死する、悲しい出来事

が有りました。私は命の大切さを学びました。

その上に会社の経営破綻も有り、稲盛さんの会

長でしのぎ、漸く責任体制の確立が出来ました。

そのように、社会にご迷惑をおかけしたにもか

かわらず、私の今が有る事は頂いたご縁のお陰

です。感謝してそのご縁を大切にします。 

20ペーシです。卓話の泉です。姫路南ロータリ

ーの成田珈琲株式会社の社長成田哲朗会員「コ

ーヒーについて」です、コーヒーの原料は豆で

なく種だそうです。2016 年に世界保健機関か

ら発がん性の分類から除かれました。 

以上今月の抜粋をして見ました。 

本日の司会…林幹事出張の為山口会長エレクト 

-入会式- 

 新会員  片倉昌幸 様 

 職業分類 金融業 

 職業   湘南信用金庫 藤沢支店支店長 

 紹介者  山口俊明会長エレクト 

https://www.youtube.com/watch?v=g3lgi3iiz1g 

ちょっと変わった勉強会 

ロータリーの説明映像鑑賞会 

でした。 

YouTube  

「おしえてロータリー」鑑賞会 

クラブフォーラム

「おしえてロータリー」


