
第1976回例会 2017年6月6日（火）(天候) 晴れ №43 

点鐘 

開会 

ロータリーソング：「奉仕の理想」 

ゲスト・スピーカー なし 

ゲスト紹介

須藤美矢子 様（須藤製作所） 

ビジター      なし 

バナー交換報告   なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・今週は会長幹事会の報告もございません。 

・残すところ石田年度も１カ月となりました。

季節の変わり目で風邪が流行っています。私

も風邪気味です。皆さんも健康にご留意くだ

さい。 

本日も明るく楽しく、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。 

・クラブ幹事研修がありました 

 日時：6/3(土) 13：30～16：20 

 場所：藤沢南口 第一相澤ビル8階『会議室』 

・クラブ事務局研修があります。 

 日時：6/10(土) 13：30～16：00 

 場所：藤沢南口 第一相澤ビル8階『会議室』 

・6/20(火) クラブ協議会17：00～18：00 

クラブ協議会(活動報告会) 

 18：00～ 夜間例会会場：日本料理ひよく 

リラ藤沢本店 

(17：00以前に会場はオープンしません！) 

・地区大会親睦ゴルフコンペのご案内が届いて 

おります。 日時：平成28年 9月 8日(金) 

受付  6：30～8：30 スタート7：30～ 

 懇親会・表彰式16：30を予定 

 場所：相模原ゴルフクラブ 

 料金：コンペ参加費 5,000円/名   

 プレー費： 17,000円 

-委員会報告- 

・ロータリーの友６月号 加藤委員長 

・台北雙溪扶輪社（タイペイスワンシーRC） 

メーキャップについて 田中繁会員 

・次年度幹事研修会及会員増強セミナー出席 

        吉田新一会員 

・イエール大学コンサート鈴木和夫会員 

・出席報告        狩野出席副委員長 

・スマイル報告     村木委員長 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 竹澤禎浩 会員 

配偶者誕生日 なし

-卓話-   

「次年度委員会の活動計画について」 

 委員会毎のテーブルミーティング 

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 

５月２３日 ３３（３２） ２３    ９ ７４.１９   ７４.１９ 

６月 ３日 ３３（３１） ２４  ９ 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 

【石田能治 会長】 

皆さん、本日もよろしく、楽しくやりましょう。 

【林葉之 幹事】 

幹事をさせていただくのもあと１カ月となりまし

た。ラストスパート、がんばりたいと思います。 

【吉田新一 会員】 

本日の、委員会毎のテーブルミーティング、よろ

しくお願い致します。須藤様、ようこそいらっし

ゃいました。 

【竹澤禎浩 会員】 

今日は、誕生日祝い、ありがとうございます。

-委員会報告等- 

台北雙溪扶輪社（タイペイスワンシーロータリー

クラブ）へのメーキャップ 

                田中繁会員 

「塩釜東RCの友好締結式の際に名刺交換した 

台北雙溪扶輪社（タイペイスワンシーRC）に、当

社取引先熊谷組の現地建築物（トーシーイーエン）

の設計者の方が会員でいらっしゃいました。そこ

で、村上会員から大東 RC 経由でストーン会員を

紹介して頂きました。 

先日メーキャップに行って参りました。42 人

の会員で、金曜日に高級ホテルでの開催であり、

豪華な例会でした。熱烈な歓迎を受けまして是非

また藤沢東RCから来て下さい、との事でした。」 

-委員会報告- 

 藤東会の案内        小柴会員 

「6月２０日に4組の手配をしてあります。お

誘いあわせ のうえ、ご参加願います。」 

次年度幹事研修会及び地区会員増強セミナー出席 

                吉田新一会員 

「6/3（土）次年度幹事研修会に参加しました。 

場所、相澤ビル８Fにて66クラブから50名 

の幹事＋30名の役員の方が参加しました。 

内容：地区HPとクラブセントラルの説明。」 

「6/5（月）地区会員増強・維持セミナーに 

山口 EPと参加しました。場所、アイクロス湘

南６Fにて。176名の参加者でした。 

内容：会員増強の具体的手法（鈴木隆志氏） 

相模原橋本RCと相模原ニューシティーRC設

立経緯について（杉岡芳樹GND相模原RC）」 

MAKING A DIFFERENCE 

「6/9（金）より Atlanta 国際大会へ山口会

長エレクトと行ってきます。 

地球の裏側から『Atlanta Live』としてライ

ブ配信をトライします！」（規制次第） 



ジョン F・ジャームRI 会長のメッセージ。標題

「手を差し伸べたいと云う思いから」 

 親愛なる皆さん、テネシー州チャタヌーガで育

った私や、私の兄弟は、若い頃から一生懸命働く

事を学びました。長い年月を経た今、父が一生懸

命働いていたのは、私達に対する愛情表現だけで

なく、夫々の世代が次の世代の面倒を見、自分た

ちの時代より良くなって欲しいと云う普遍的な

願望と、見て事が出来ます。ロータリーも同じ事

です。私がこのロータリーの年度を振り返って見

た時、全く同じ願望を見出すことが出来ます。親

が我が子に、より良くなって欲しいという願望は

当然の事です。ロータリーも同じ事が云えます。

私が選んだこの素晴らしいロータリークラブの

組織の一員であることを誇りに思います。この2

年間、妻のジュディーと私は世界各地を訪れ、ロ

ータリーの何が、私達の心を突き動かすのか、幾

度となく気づかされました。それは、何かの力に

なりたい、支援の力になりたいと云う純粋な願望

です。 

血液バンクを設置するウガンダでの行動、グアテ

マラの農村にX線検査機のを送る活動、そして

難民を支援するレバノンのロータリアンの活動

などは、ロータリアンが最も必要とする人々のた

めに必要な支援をしている事です。 

何かの力になりたいと云う願望は、支援をする人

を必要となればロータリーは手を差し伸べる事

が出来ます。立ち去ることはありません。行動す

る時は、何時でも一人ではありません。「私はこ

こにいる、出来る事なら何でもする。「人類に奉

仕するロータリー」を胸に行動します。 

 ７ページです。  「 国境を超え アジアの

人々のために」が、今月の特集です。 

8ページから・・・カンボジアの小学校にソーラ

ーパネルを設置する西宮RC。次に海南東RCが

台湾の姉妹クラブと協同で、フィリッピンのパン

ガアン島での水支援、他、インドやタイのチェン

マイ・カンボジア・に図書館を寄贈。バンコック 

にリサイクル自転車の贈呈など。 

16ページです。「ロータリー財団100周年を

祝う」 

お隣の2590地区(横浜・川崎)の話題です。

ロータリー財団100周年記念事業として、4

月22日にインターシテイミーテングがあり

ました。基調講演のテーマは、「企業の永続性

を考える」として横浜商工会議所・川崎商工会

議所も後援もありました。講師は西川盛朗氏で

す。要旨は「多くの企業が継承問題が先送りす

る、その結果として後継者が老齢化する、それ

に伴い、ビジネスモデルの高齢化が大きな問題

となっています。 

又、長く続いている企業は世界でも日本でも、

ファミリービジネスであるようです。次にパネ

ルディカッションがありました。創業1707

年の伊勢の赤福の浜田グループの代表や、世界

最大のファミリービジネスネットワーク日本

理事長高梨氏や評論家の大宅映子をパネリス

トに迎えました。   

 １８ページから、「ロータリアンの活動情報

です」甲府北ロータリーの困窮世帯に食料品の

支援や、宇部ロータリー・クラブのチャリティ

ゴルフ大会です。2760地区で、フィリッピ

ンでの2度目のVTT事業で外科医による、医

療向上支援です。 

２２ページ、「世界にはばたけ青少年・英語で

遊ぼう」白山石川ロータリー・クラブの話題。 

今まで米山奨学生の派遣では12人のお世話

をしたが、この頃は留学したい学生が減少気味

なので、地元の大学の協力を得て、小学校低学

年を対象に、英語に親しんで貰うイベントで

す。 

26ページ。 大きく END POLIO NOＷ 

の欄です。 

津島 RCで 1000人参加の茶会。大河原ロー

タリー・クラブはマラソン大会のイベントを実

施。 

32ページ  「心は共に」 東日本大震災に

対してのロータリークラブの引き続きの奉仕

活動は時空を超えて繋がっていくもの・・西宮

恵比寿ロータリー・クラブのバスケットボール

の交流・東京田無RCで仙台RC通じて荒浜小

学校の跡地に桜の木を贈呈などの話題があり

ます。 

34ページ  ジャーム会長の「実りある一年

を振り返る」思い出の国際舞台の数々 

1から10あります。1は、ガバナーエレクト

のための国際協議会のステージ、9はジャーム

会長の招きでアトランタで講演する、ビル・ゲ

イツ氏です。 

ロータリーの友６月号抜粋 

     加藤信忠 雑誌・Ｒ情報委員長 



10は両足の無い曲芸師ジェニファー・ブリッカ-

師の何でも可能だという信念の写真などが掲載

されております。 

35ページは、世界のロータリー・クラブのニュ

ースです。 

イギリスのビカーロータリー・クラブが公共施設

に不足しているAEDを寄贈する。ネパールのパ

タンロータリー・クラブが小学校のランチプログ

ラムの開始。バーレーンのスルマニアロータリー

でダウン症の子ども達に収穫の喜びを。アメリカ

や南アフリカのケープタウンのロータリー・クラ

ブの幼児の教育センターの開発などの活躍が目

につきました。 

３８ページの「よねやまだより」です。 

今月の紹介はのよねやま学友はイラクのパンア

リ・モハメッド・アルマリキさんで、早稲田大学

院です。奨学期間は、2016年の4月から 8月

です。世話クラブは、東京米山友愛ロータリーク

ラブの朴貞子さんです。便り。「私は子どもの時

から日本の文化がすきでした。留学を考へた時、

迷わず日本を選びました。政治学を専攻したの

は、混迷する中東の状況を分解して理解する侑一

の方法だと考えたからです。秋の入学で奨学期間

は短かかつたが、例会には4回出席できました。

卒業後は博士課程を取るのでアメリカに行きま

す。 

 縦のページです。冒頭は、10月23日に2550

地区大会(栃木県)記念講演要旨です。 

講師は、足利工業大学 理事長 牛山 泉氏で

す。要旨は「地球温暖化防止の切り札」 

2015年12月にパリで気候変動枠組み条約第

21回締約国会議が開かれました。当時としては

画期的な事で、すべての発展途上国が参入したの

です。加えてこの時点でアメリカも調印する事に

なりました。世界のワースト一が中国、二がアメ

リカなのです。日本は五です。この様に考えると

自然エネルギーがクローズアップされて来ます。

自然エネルギーには、風力・太陽光バイオマス・

水力バイオマス・地熱・海洋エネルギーが上げら

れます。これらのエネルギーはCO2をだしませ

ん。世界では風力発電が主流です。日本では太陽

光発電が主流です。北海道位の面積のデンマーク

では風力で40%賄います。大体ヨーロッパの

国々は風力発電が多い。それに比べると日本は僅

か2・9%にすぎない。日本は排他的経済水域が

広いので洋上風力発電が注目されています。森林

を間伐してして木材燃料もよいです。曾て食料を

栽培したように、エネルギーも栽培すると云う発

想が肝要であります。 

縦の 9ページです。わがまち・・・そしてロータ 

リーは、長野県蓼科ロータリークラブです。 

会員は15名です、例会場は佐久市の望月東

急ゴルフクラブで標高1070メートルの高原

にあります。佐久市は江戸時代に六川長三郎と

いう人が6年掛かりで総延長55キロに及ぶ用

水路を作くりました。その用水路に沿う形の細

長い町域です。中山道の宿場町に当たります。

13ページは友愛の広場です。「日韓青少年交

換事業を終えての」北見RCの主籐会員の便り

です。時節柄良いお話しでした。16ページ越

生毛呂RCの神田会員のメイキャップは凄いで

す。「ハポローネロータリークラブです。ポツワ

ナ共和国です。アフリカの南の果です。

18ページ 卓話の泉は2題です。始は、広

島西RCの中和商会社長の村上会員「ガルバリ

ウム鋼板」かつては金属屋根の素材と云えばト

タン板か銅板でした。今では新しい素材が開発

され、基盤となる金属板の材質表面処理のメッ

キや塗料の組み合わせによってさまざまな種類

の素材があるそうです。次いで高野山RCにて

経久印刷社長竹本会員が「高野版とその歴史」

について・・奈良・平安時代の経本は書写だっ

たが江戸時代に入って桜の木などで版木を作

り、そこに墨を塗って上から、紙を押し当てて

の木版印刷そうで、それから仏教思想が急速に

ひろまつた。経典は勿論、曼荼羅・仏画などの

版木は今も高野山に所有権がります。因みに、

版木を作る職人を「経師」と呼びます、経師屋

の語源です。 

以上、今月、6月号を抜粋してみました。 

会員誕生日        竹澤会員



「次年度委員会活動計画」 

 委員会別テーブルミーティング 

「私が藤沢に赴任してから 2 回目の誕生日祝い

をして頂きました。最近は支店長などの単身赴任

者の孤独死も発生しております。御手隙な際には

お話しにお寄り下さい。」 

イェール大学コンサート（第25回）について 

             鈴木和夫会員 

「従来建長寺にて開催しておりましたが、今年は 

藤沢ＲＣのインターアクトクラブのある湘南学

園にて7月２９日（土）に開催致します。 

当クラブからも協賛金支出のお願いとお手伝い

をお願い致します。」 

卓話 

   -委員会毎のまとめ発表- 

クラブ管理運営委員会 

① 出席委員会では、引続き出席率 80％超え

を目指して、お休みがちな会員の方へお声

掛けをするなど会員全員での協力をお願

いします。 

② プログラム委員会では、卓話者や移動例会

の予定を早め早めの手配・準備を努めま

す。卓話者は会員の皆さんが楽しんで頂け

る・興味を持って頂けるような話しをして

頂ける方を探します。 

③ 親睦委員会ですが、楽しいクラブにするた

めに今年度の親睦旅行は 1 泊旅行を計画

します。また、次年度早々7月に納涼屋形

船の遊覧を計画しております。それから

10月6日に台北スワンシーＲＣのメーキ

ャップを参加できる方（有志）を募って実

施したい。 

④ スマイル委員会では、スマイル寄付が増え

るように例えば会長・幹事は毎回１万円？

スマイル寄付頂けるような心掛けを期待

します。会長・幹事の率先で会員の皆さん

もスマイル協力をして頂ける事に繋がり

ます。延いては奉仕予算にて活用される。 

クラブ公共イメージ委員会 

ＩＴ・広報・会報委員会 

・ホームページの更新と週報の取り纏めを行 

っていきます。 

・山口会長エレクトの会長方針にＳＮＳ（ソ 

ーシャル・ネットワーク）の利用が挙げられ

ましたので当クラブとしても Facebook の

開設・運用を計画していきます。 

・12 月 12 日の当クラブ 2000 回記念例会

時に合わせて地区補助金事業「花咲くベン

チ」プロジェクト（梶浦社会奉仕委員長の

推進行為）の広報活動を行っていく。 

・次年度ではありませんが、今月Atlanta 国

際大会のライブ配信をトライしていきま

す。 

雑誌・R情報委員会 



会場：クリスタルホテル５Ｆ「ボンヌシャンス」

・会員の皆さんが毎月ロータリーの友の概要説明 

 を楽しみにしておりますので、引続き加藤信忠会

 員にお願いしていきます。 

奉仕プロジェクト委員会 

国際奉仕委員会 

 次年度はフィリピン等の活動の予定がありませ

んので、一緑運動を支援していくことにします。 

職業奉仕委員会 

 10月 10日に湘南・横浜道路のトンネル工事現

場見学（山口会長エレクト手配）を予定します。 

青少年交換委員会 

 現在活動をしてなく、次年度も計画なしです。 

社会奉仕委員会 

・先程来説明あります「花咲くベンチ」プロジェク

トを梶浦委員長推進の下、実行します。 

・「なのはな」プロジェクトを継続的に実施します。

予め時期を早めに設定し、一番良い時期にできる

ようにお願いします。 

・イェール大学コンサートの手伝いを出来る方はお

願いします。 

☆会長エレクトの地域への貢献と中長期計画の必

要性を説いておりますので、地域の社会福祉施設

の慰労を目的とした合唱団のミニコンサートを

計画していきます。 

会員組織委員会 

 職業分類・会員選考委員会と会員増強委員会 

ですが、会員増強を実施した上での職業分類、

選考になります。また、長期的な計画上、当ク

ラブとして何人体制が良いのか？も考慮した

上で効果的な増強に繋がるイベントを計画し

ていきたい。他のクラブ等みると「1年に１回

はゲストを連れてくる等」の工夫もあります。 

R財団・米山奨学委員会 

 今年、財団100年の年に地区での寄付額第

1位の表彰を受けました。皆さんの御協力に感

謝します。次年度は寄付がどのように使われて

いるかを1年間通して説明していきたい。 

会場：クリスタルホテル５Fボンヌシャンス 

2017年4月22日 

塩釜東RC・大東RC 

友好クラブ締結式 

集合写真 

塩釜東RC吉木会長 

からの寄贈写真 

立会人 

藤沢東RC 

台北雙溪扶輪社 


