
第1969例会 2017年4月11日（火）(天候) 晴れ №36 

点鐘 

開会 

国家斉唱：君が代 

ロータリーソング：「我らの生業」 

４つのテスト：竹澤SAA 

藤沢東ロータリークラブの理念：林幹事 

ゲスト    堤幸子様 

ビジター紹介  なし 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・この３週間程、移動例会が続きました。ＩＭ、 

観桜会、ピースウォークも無事終了しました。

ご協力ありがとうございました。本日から通

常例会に戻ります。久しぶりですが出席率も

良いようで、本日はよろしくお願いします。 

・本日は、片岡さんの４０周年記念誌の卓話で 

す。片岡さん、よろしくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶-  なし 

-幹事報告- 

・本日例会後、現次理事会を事務所で行います。 

次年度理事の皆様もご出席いただきますよう

よろしくお願いいたします。

・地区『新会員の集い』のご案内が届いており

ます。 

 日時:平成 29年５月20日(土)１７:００開演 

 会場：藤沢商工会館「ミナパーク」会議室 

 内容：基調講演、ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、大懇親会、他 

 会費：5,000円程度  

 資格：登録３年目までの会員 

・４月１6日(日)に地区研修協議会が開催され

ますので、出席される皆様は宜しく御願いし

ます。 

・例会休会･変更のご案内 

 藤沢南ＲＣ5月1日(月)⇒休会・定款により 

-委員会報告- 

・ＰＥＴＳについて 山口俊明会長エレクト 

・ロータリーの友４月号抜粋雑誌・R情報委員長 

・次年度補助金事業について 社会奉仕委員長 

・「遊行福祉祭り」について 社会奉仕委員長 

・第３Ｇｒ合同親睦会について親睦委員長 

・藤東会（ゴルフコンペ）  小柴藤東会幹事 

・出席報告         出席副委員長 

・スマイル報告       スマイル委員長 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  鈴木和夫 会員 

配偶者誕生日  

吉田良美様（吉田新一会員配偶者） 

大久保美智子様(大久保雅晴会員配偶者) 

-卓話- 

「40周年記念誌の説明と披露」 

片岡啓次公共イメージ委員長 

点鐘 

閉会 

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 

３月２８日 ３３（３１） ２２   １０ ７０.９７   ７０.９７ 

４月１１日 ３３（３１） ２３  ８ ７４.１９   

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

会員誕生日：鈴木和夫会員 



-スマイル-       

村木スマイル委員長 

【石田能治 会長】 

片岡さん、本日の卓話、楽しみにしております。 

【林葉之 幹事】 

片岡会員、本日の卓話楽しみにしております。 

宜しくお願いします。 

【鈴木和夫 会員】 

誕生日プレゼントありがとうございました。 

【山口俊明 会員】 

片岡さん、本日の卓話宜しくお願いします。 

【小柴智彦 会員】 

今日は４０周年記念事業のビデオを見せていただ

けるとのことで、楽しみにしえいます。山口会長

エレクト、PET報告よろしくお願いします。 

妻の誕生日プレゼントありがとうございました。 

【吉田新一 会員】 

妻の誕生日にお花をありがとうございました。片

岡様、40 周年記念誌の方、お任せしてしまい、

申し訳ありませんでした。事前に拝見しましたが

素晴らしい内容ですね。 

【村木薫 会員】 

片岡さん、本日の卓話楽しみにしております。 

ＰＥＴＳ （Presidents-Elect Training Seminar）について 

山口俊明会長エレクト

「大谷ガバナーエレクトの地区方針の説明等あり

ました。」テーマ・ロータリー：変化をもたらす

 「来期は戦略計画に沿ってクラブフォーラム

やクラブ協議会を開催していきたい」 

・５月９日（火）にクラブ協議会を開催します。 

 その他のお知らせ 

・地区研修協議会について、上履きか靴カバー

があります。土足厳禁 

・当日９:30オーパ前に集合願います。 

・当地区からの国際親善奨学生でした中満泉さ

ん(厚木 RC推薦)が国連事務次長となられま

した。緒方貞子さん以来。 

-委員会報告- 

補助金事業と遊行福祉祭りについて 

           梶浦社会奉仕委員長 

合同親睦会について    水川親睦委員長 

「5/19（金）17：30～クリスタルで合同親

睦会を行います。詳細は理事会で図ります。」 

藤東会（ゴルフ）について 小柴藤東会幹事 



インターアクトの 昔では、鹿児島県の鹿屋高

校 IACが、お年寄りの肩もみなどユニークな

活動も見られました。 

10ページには11月29日の我が2780地区

の第26回インターアクト年次大会の写真の紹

介。 

14ページです。女性会員で広がる多様性の紹

介です。硬くぎこちなかったクラブからしなや

かなクラブになった、は、先ず札幌南ロータリ

ークラブの深貝亨会員の近況報告です。 

創立 50周年のクラブです。早くから打診は

あったのですが、認められたのは未だ2年目で

すが現在は11人が活躍しています。さまざま

の問題の特効薬です。会員の若返りや、行事に

参加する子ども達が増えるのが良い。高知RC

の西山会員から、熱中症の交換学生の看護は女

性ならでは出来ない。名古屋守山RC松崎美都

子会員「クラブを救った女性ロータリアン」 

19ページから・・・「ロータリー財団100周

年を祝う」のページです。 

金沢香林坊ロータリーの、親子で気球に乗っ

て、空から見た金沢の緑の体験記です。 

京都伏見ロータリークラブの少年少女ラグ

ビー大会の開催、 硬い話題では、栃木ロータ

リーでは記念植樹、防府南RCの「映画鑑賞の

プレゼント」などがあります。 

２２ページ、富山みらいロータリークラブの

創立20周年の挑戦は「地球幸福度指数」で 

イギリスの保護団体による第一位に選ばれ

たバヌアツ共和国の支援です、「モノからヒト」

パソコンや、デジカメの支援や、小学校の交流、

つまりヒトの挑戦です。 

24ページに、第2590地区(横浜・川崎)の

「ロータリーみなとみらいチャリティマラソ

ン」が2月にありました。ロータリー財団100

周年を祝う充実した活動で、横浜市・川崎市の

身障者協会に車椅子の寄贈と、マラソン参加者

の登録料からポリオ基金の寄付をしたのです。 

29ページは、ガバナーのページです、わが

2780地区の佐野ガバナーも、「会員増強に向

けての」一文を寄せております。 

３０ページです。世界のロータリーのニュース

です。 

日本です。11 月 27 日に東京で、財団 100

周年記念シンポジウムが開催された、基調講演

で、ジョン F・ジャーム会長が日本には各地区

に学友会があり、1947 年以来世界 2 位に当

たる 8700 人の学友を支えて来たことを賞賛

されました。イギリスのイーリーへリワードロ

ータリークラブがアフリカの小さな国ガンビ 

-委員会報告- 

ロータリーの友 平成 29年４月号抜粋  

加藤信忠雑誌・R情報委員長 

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は、「ワクチンの素晴らしい効

果」です。 

世界的に、先進国でも発展途上国でも乳幼児の死

亡率は低下しており、 平均寿命は伸びておりま

す。1960年では、新生児1000人のうち 182

人が5歳になる前に亡くなりましたが、今日では

43人までに減っているのです。 それは、ワクチ

ンの接種により、ジフテリアや、破傷風、風疹など、

曾ては蔓延していた疾病が世界中の多くの地域で

根絶したからです。 

2000年以降2000万人の命が麻疹から救われ

ました。天然痘は根絶されました。次はポリオです。

30年前にはポリオの症例数は世界で30万件と目

されていました。それが2016年の症例は僅か37

件になったのです。安全で安いワクチンが広く使わ

れるようになったからです。    

世界保険機構によると、200万から300万人

の命を救ったと推定されているそうです。とは云

え、私達には、もっと出来る事があるはずです。そ

れは世界中の接種率を上げる事で、さらに150万

人の命が救えるのです。 

4月２４日から３０日に、ロータリーは、WHO・

ユニセフ・アメリカ・疾病対策センターと共に世界

予防接種週間に参加し、ワクチンの、グローバル医

療に与える効果について人々の意識を高める活動

を行います。 確かな事の無いこの世の中でワクチ

ンは、 「子どもたちを一生守る」と云う素晴らし

い贈り物を与えています。ポリオや予防可能な疾病

から子どもを守る活動こそ、ロータリーは真に「人

類に奉仕」をしているのです。これから生まれる世

代に ! 

７ページです。インターアクターのページです。

「過去から今」「そして未来へ」 

インターアクトクラブが、日本で最初に結成され

たのは、1963年に宮城県の仙台育英学園高校IAC

です。1963年 6月に結成されました。 昔と今 

を比べると、時代の移り変わりを見る事が出来ます 



アの学校を支援する。ブラジルのパラナ州のロー

タリアンの活躍。アメリカのテキサス州ヒュース

トンロータリーのアイデアは、フィラデルフィア

の自由の鐘のレブリカを作り、販賣してポリオプ

ラスの資金をつくりました。ボリビアでは、チュ

キアゴマルカ・ロータリーが水頭症の手術に保険

が適用されないのを知り、グローバル補助金を適

用してカテーテルバンクを創設しました。5月に

はカテーテルの寄贈が1000本に達する予定で

す。 

32ページです。「よねやまだより」です。今月は、

カンボジアのサ・ソチアさんの紹介です、世話ク

ラブは、宇都宮東ロータリークラブです。「卒業後

に帰国して日本大使館に勤務し、バニャサストラ

大学にて日本語を教えています。日本とカンボジ

アの友好の懸け橋になります。 

縦のページです。 

冒頭は昨年10月1日国際ロータリー2830地区

(青森県)大会記念講演です。 

標題「母子の健康」講師は女性ライフクリニック

銀座院長対馬ルリ子氏。要旨 女性は歳を取るに連

れて、人生の課題を持ちながら、実にさまざまな

ステージにたちます。ロータリー財団は、母子の

健康について、母子の健康を改善するのを支援し

ます」 

1、五歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削減。2、

妊婦の死亡率と罹患率の削減。3、より多くの母

子に対する基本的な医療サービスの提供4．母子

の健康に関連した仕事の専門職業人のための奨学

金の支援の四つを提言、さまざまな活動を奨励し

ています。 

女性の健康は、男性とは違う面があります。女性

は女性ホルモンの波に乗りながら仕事も子育ても

こなしているのです。最近増えて居る子宮頸癌そ

して乳がんは検診で分かること、女性の健康は女

性だけのものでは有りません。女性が健康で生き

生きとした状態だと、家庭や社会の活性化につな

がるのです。と、要約をしましたが、本文を読ん

で下さい。 

縦の 9ページです。 クラブを訪ねて・・・・大

船渡西ロータリークラブです。 

東京から東北新幹線のやまびこで一の関下車、車

で宮城県の気仙沼、岩手県の陸前高田を経由して

大船渡に入る。嵩上げされた土地に新築されたホ

テルにチェックインする。 

出迎えてくれた大船渡西ロータリークラブの浜田

幹事から復興の様子をお伺いした。人口が4万人

の大船渡で5500の家屋の倒壊、当時の会長の美

容院4店舗はすべて流されてしまつた。会長は生

き残ったので幽霊かと思ったそうです、主要メン

バーが待ち受けているプレハブ横丁の居酒屋へ行 

きました。1 1店舗並ぶが、この横丁は大阪

鶴見ロータリークラブから贈られた300万

円の資金で建てられたそうです。学校の校庭

は仮設住宅に占領されたので、海外のロータ

リーの支援金で別に野球場を作って支援国の

国旗を描きました。メンバーの写真が元気で

す。 

19ページ。卓話の泉です。大垣西クラブの早

野歯科医院、院長早野会員「歯科治療最前線」 

今までの入れ歯は技工士の技で成り立ってい

ましたが、コンピューターの性能の向上で、

チタン・セラミックなど歯科材料の多様化で

も、医師でも対応出来る様になりました。 

以上です。

社会奉仕委員会報告（理事会決定事項） 

第 25回祭りについて協賛金を贈呈します。 

ボウリング大会について ボウリング同好会 

ＳＡＡ 「４つのテスト」 



４０周年記念誌について、今回初めての試み 

として、ＤＶＤ形式にしました。 

パソコンで見ることができます。またプリン 

ターにて印刷して紙ベースにして見ることも 

できます。 

「ＤＶＤ」 

卓話「40周年記念誌について」 

 片岡啓次 会員 

ＴＯＰ画面 

記念式典ページ 

「写真」例 


