
第1972回例会 2017年5月9日（火）(天候) 晴れ №39 

点鐘 

開会 

国家斉唱：君が代 

ロータリーソング：「我等の生業」 

四つのテスト：SAA 

藤沢東 RCの理念：幹事 

ゲスト・スピーカー なし 

ゲスト紹介 なし 

ビジター  なし 

バナー交換報告 

会食・懇談  

-会長報告-  

・最近天候不順により、体調を崩しやすいので

お気を付け下さい。私も足腰の調子が悪く、

通院を行っております。 

・本日は、山口会長エレクトの次年度方針があ 

りあます。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、理事会を新事務所で行います。 

次年度理事の皆様もご出席いただきますよう

宜しくお願いいたします。  

・2017年 5月のロータリーレートは「1ドル

＝110円」となります。（参考）4月ロータ

リーレート：116円 

・例会休会･変更のお知らせが届いております。 

藤沢 RC 5月 3日(水)  祝日により休会 

5月 10日(水)  夜間移動例会 

茅ヶ崎湘南RC5月 3日(水)祝日により休会 

5月 10日(水)18:30 点鐘 場所：ｽﾍﾟｲﾝｸﾗﾌﾞ

茅ヶ崎5F｢ルアンホール｣茅ヶ崎市新栄町

10-25 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：2,500円 

5月 24日(水)18:00 点鐘場所:鎌倉ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

         (創立 40周年記念式典) 

 6 月 14日(水)18:30点鐘場所：ｽﾍﾟｲﾝｸﾗﾌﾞ 

茅ヶ崎5F｢ルアンホール｣ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：2,500円

6月 28日(水)18:30 点鐘場所：ｸﾏﾔﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 

(最終例会)ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：5,000 

・塩釜東RC吉木会長より4/22（土）の大東 

RCとの友好クラブ締結式への出席に対する 

御礼状が届いております。 

-委員会報告- 

・合同親睦会について水川親睦委員長 

・ロータリーの友５月号加藤雑誌R情報委員長 

・出席報告     鈴木利雄出席委員長 

・スマイル報告   村木委員長 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 なし

配偶者誕生日  

河合ますみ様(河合克彦会員配偶者） 

田島武子様 (田島勇次会員配偶者) 

林 由美様  (林 葉之会員配偶者) 

-卓話- クラブ協議会 

「2017-18年度会長方針について」 

 山口俊明 会長エレクト 

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 

４月１８日 ３３（３１） ２１   １０ ６７.７４     . 

５月 ９日 ３３（３２） ２４  ８ ７７.４２   

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-       

村木スマイル委員長 

【林葉之 幹事】 

My Lovely Wife のお誕生日のお花、ありがとう

ございます。毎年、楽しみに待っているようです。 

【山口俊明 会員】 

本日は、次年度の会長方針を発表させていただき

ます。会員皆さまのご支援・ご協力を衷心よりお

願い申し上げます。 

【小柴智彦 会員】 

山口 PE、本日のフォーラム宜しくお願いします。 

【吉田新一 会員】 

片岡様、素晴らしい４０周年記念誌の DVD あり

がとうございます。本日は次年度会長方針等です。

よろしくお願い致します。 

-委員会報告- 

合同親睦会開催について 水川親睦委員長 

「先週もご案内しました5/19金に藤沢８クラブ

の合同親睦会を開催致します。まだ参加できます

のでご連絡をお待ちしております。」 

出席報告        鈴木利雄出席委員長 

-委員会報告- 

ロータリーの友 平成 29年５月号抜粋 

       加藤信忠 雑誌・R情報委員長 

横のページです。はじめに、ジョン F・ジャー

ムRI 会長のメッセージです。 

 標題は アトランタでお会いしましょう! 

6月10日から１４日にアトランタで開催され

る第１０８回国際ロータリー年次大会の準備

が最終段階に入って居ます。一世紀を祝う今大

会は,史上最大且つ最高の国際大会の一つにな

る事を期待しております。四万人の内外のロー

タリアンが一同に会い、アイデア-を分かち合

う最高のひとときを過ごす日です。そして年度

を締めくくるのに、これ以上に素晴らしい方法

があるでしょうか。 

扨、私の地元とも云えるアトランタでの国際大

会が開かれる事を光栄に思います。ポリオ撲滅

における友人、そしてパートナーで有るビル・

ゲイツ氏の講演があります。そしてキング牧師

の息女バーニスA氏とコレッタスコット・キ

ング夫人の講演も予定されております。 

現代的な州都アトランタは私の出身地テネシ

ー州チャタヌーガから車でたった約2時間で

す。アメリカ南部のおもてなしが出来る素晴ら

しい街です。センテニアル・オリンピック・パ

ークで、グラミー賞歌手のリッキー・スキャッ

グスと彼が率いるバンドで踊りましょう。いろ

いろなイベントが目白押しです。そしてアトラ

ンタを立つ時は、友愛の家でのパーティをお忘

れなく、財団100周年の記念パーテイです。

勿論、美味しいケーキとアイスクリームを用意

して置きます。 私達はこのまたとない機会を

楽しみにしています。アトランタでお会いしま

しょう。 

７ページから、RＹＬＡのお話しです。(ロータ

リー青少年養成プログラム)資格は年齢１４歳

から１８歳と、並びに１９歳から３０歳までの

若い人を養成するために構成するプログラム

です。ライラは、地区内の若者とロータリアン

が参加する、勉強会のプロジェクトです。 



ロータリー・ユウ・リーダーシップの略称で、未来

のリーダーを養成するグループです。略してライラ

リアンと呼んでいます。 

８ページから2660地区の青少年活動委員長の瓦

谷 勝会員のライラリの報告です。2泊３日で開催

しました,各班に、ロータリーパパ会員・ママ会員

が付き添っての研修だった。また、2,720 地区玉

田隆一郎会員からの報告では当地区ライラリの特

色をだして、出来るだけ参加費を安くして多くの若

者が参加出来る様にしています。今年度はライラリ

アンから４名ロータリー・クラブに入会者が出たそ

うです。２８３０地区ライラリ委員長高瀬英人氏の

報告では、地域のリーダーを育てる目標で、一泊二

日の短期間でしたが、災害から武道まで幅広い分野

の講習会で最後は、１人ずつ壇上でスピーチをして

貰いました。その他２７５０地区・２７１０地区な

どのスポーツの活動が見られます。 

１３ページ、「RYIA に多様性を取り入れる」２０

１７年２月５日に東京国立オリンピック記念青少

年総合センターにてライラーの研究会が開催され

ましたが、午後はパネルディスカッションが行われ

て、モデレーターに元RI 理事で2780地区パスト

ガバナー松宮氏、2750地区のパストガバナーな

どがパネリストで討議されました。未だ認知度の低

さが共通の課題ですので 

2013年手続き要覧に記載されている事を紹介し

てライラリアンの参加を呼びかけました。 

15ページから、「過去から未来のインターアク

ト」のお話しです。 

台湾のインターアクト第3470地区と日本の

2550地区交流の歴史です。 

16ページの、米子松蔭高校 IAC「老人ホームでハ

ンドマッサージ」 

福島成蹊高校 IAC「ふれあいコンサート」など、

若いロータリアンです。 

19ページ、今月の二神編集長「ようこそロータリ

ーの欄」です。新会員の皆様出席率は如何ですかの

アドバイスです。出席率100%を続けていらっし

ゃる方も・・・と心配してます。 

20ページです。 ロータリー財団 100周年を

祝う 

坂出東ロータリーのチャリテイ音楽祭、続いて桐生

西ロータリーの脳学者茂木健一郎の講演会「発達障

害は脳科学で理解出来る」などのイベントがありま

した。 

21ページは、Rotary の欄です。ロータリ財団学

友の中満泉さんが国連事務次官になった事。 

22ページです。「寄付金の流れ」 「寄付金が生

かされるまで」  お読みください。 

２８ページです。世界のロータリーニュースです。 

パキスタンのムルタンカントロータリーの創立会 

長で地元病院のサルマン・ムバラク氏が23

人に義手の提供、事故も有るけれど、糖尿病

の壊疽だそうです。タンザニアのロータリア

ンが屋上に貯水タンクを設けて何千人もの住

民に恩恵を齎しました。ムクーロンボロータ

リーが、アメリカ・ワシントンのブルマンロ

ータリーと組んで1000万円規模のグローバ

ル補助金を利用して太陽光発電システムを提

供する。中東アジアやアフリカの暗いニュー

スの中でもロータリーの活躍が見えます。そ

の他、フィリピンや、アメリカ領ヴァージン

諸島で、ハリケーン被害の救済。アーリーア

クトクラブの創立認証式。グアテマラのロー

タリー・クラブが湖畔の湿地回復のために会

員達がアブラガヤを1000株の植樹の活動。

世界のロータリアンの活動です。 

30ページは、「心は共に」東日本大震災と今

に続く熊本地震の支援活動です。 

かながわ湘南ロータリーの高木直之さんの寄

稿もあります。 

32ページは「よねやまだより」です。今月は

ウクライナのオレナ・トゥルシュさんで、ス

ポンサークラブは、高岡ロータリー・クラブ

でカウンセラーは室崎靖会員の話しで、母国

ウクライナでは、クリミア半島にロシアが侵

攻した時で心配していたが小松空港に小柄な

彼女が見えた時はホットしました。彼女は、

日本はおとぎ話の様な国、侍・忍者・芸者な

ど映画や本で知って魅力的な国、来日したら、

その上、電車は正確でびっくり、日本の高い

科学水準が魅力的になりました。始めは、世

界中のウェブサイトで米山記念奨学金を見つ

けたそうです。幸運にも日本有数の顕微鏡や

研究装置の有る金沢大学に入学できました。

アルツハイマーの研究をします。このよねや

ま奨学金はで世界の若者の人生を輝がやせて

くれます。 

縦のページです。昨年7月2日 2800地

区(福島)クラブ奉仕グループセミナーの基調

講演です。 

標題は「上杉鷹山の訓え」です。講師は久里

学園高等学校教諭 遠藤 英 先生 

 米沢藩は1600年関ヶ原の戦いで徳川と対

決したので120万石だったのが、３０万石に

減らされてしまつた。家老直継の判断で下級

武士にも農業をさせる程財政には苦労しまし

た。 

そんな事で、上杉鷹山の財政立て直しのため

の逸話が沢山あります。それを盛り込んで、

今の時代にも適応出来るのではないかとお話

しをします。詳細は本文にて。 



プロジェクター画面（PowerPoint） 

RI 会長エレクト資料 

第 2780地区 大谷ガバナーエレクト 

予算案説明 

縦の 9ページです。 今月は、第2670地区四国

の高知県、高知ロータリー・クラブです。 

 高知市内に東経133度33分33秒北緯33度

33分 33秒の地点があり、高知ロータリーが 

昭和 32年にモニュメントを建てました。幕末維新

博は、高知にとっては一大イベントで、高知城では、

地元出身の広末涼子さん・お城好きの高橋英樹さん

がゲストで登場してくれました。 

18ページは卓話の泉です。愛媛の八幡浜ロータリ

ーの山一木材社長の松代会員「CNF について」セ

ルロースファイバーの略称です。建築材料に新しい

素材が開発されました、1000 年も強度を保つ事

が出来ます。次に狭山中央ロータリーの尚壽会理事

長賽積英彦会員「ジェネリック医薬品」について、

特許切れで安いのです。安全性に問題ありません。

以上です。 

こんにちは。2017-18 年度の会長方針を発表

致します。よろしくお願い致します。 

          ・ 

会長方針 クラブ協議会資料 

クラブ協議会 

2017-18年度会長方針 

     山口俊明 会長エレクト 



2017-18年度会長方針 山口俊明会長エレクト 

原稿 

テーマ： 

「地域に寄り添う藤沢東ロータリークラブ 

感謝の心を奉仕で返そう」 

１． 会員増強 

２． 長期戦略計画の見直し手直し、共有、遂行 

３． 地元（藤沢市）での社会奉仕 

・ＲＩ及び地区と共に「会員増強」を第1に 

掲げました。 

・藤沢市にて地区補助金事業の社会奉仕活動 

 を計画しております。 

・2017年は2000回記念例会を控えてお 

ります。 

         ・ 

御清聴ありがとうございました。 

会員の皆様のご支援とご協力をよろしく 

お願い致します。 

会場：クリスタルホテル５Ｆ「ボンヌシャンス」


