
第1980回例会 2017年7月4日（火）(天候) 曇り №1 

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 

藤沢東ロータリークラブの理念：幹事 

ゲスト・スピーカー なし 

ビジター紹介 井関かずみ 様（東京中央新RC） 

ゲスト紹介 入会予定者 

(有)アルテック    代表取締役 高橋正宏 様 

大野設備工業(株)  代表取締役 大野英二 様

平産業(株)    代表取締役 竹ノ内健次 様

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・本日から一年間会長を務めます山口です。よ

ろしくお願い致します。 

・ガバナー事務所からの案内で、9月１7日と

9月18日の地区大会の概要を説明します。

場所は小田急ホテルセンチュリー相模大野及

び相模女子大学グリーンホールにおいて開催

されます。

・クラブセントラルについて再度案内を申し上

げます。 

・本日の例会よろしくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶-

-幹事報告- 

・本日例会後、理事会を事務所で行います。 

理事役員の皆様は、ご出席いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

・イースマイルの御協力ありがとうございます。 

・地区大会親睦ゴルフコンペを再度ご案内しま 

す。たくさんのご参加をお願いします、とガバ

ナー事務所より案内がありました。 

日時：平成28年 9月 8日(金)受付 6：30～

8：30 場所：相模原ゴルフクラブ 詳細回覧 

・2017年 7月のロータリーレートは、1ドル

＝111円です。（参考：6月レート=110円） 

・地区新HPが 7/1より公開されております。 

先日ご連絡しました IDとパスワードにてログ

イン、会員様情報の修正入力をお願いします。 

・ＲＩテーマ垂れ幕が間に合いませんでした。 

・例会の変更通知が入っております。 

綾瀬 RC 7/18(火)⇒休会(クラブ定款による) 

茅ヶ崎ＲＣ 7/20(木) ⇒7/17(月・祝)10：00

点鐘 海の家『島人』 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：2,500 円 

 例会前に社会奉仕活動『浜降祭後の海岸清掃』

を実施します。 

 7/27(木)⇒18：00点鐘 ルアンビル4F

『Mau Rin』 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：5,000円 

 8/17(木) ⇒ 休会(クラブ定款による) 

-委員会報告- 

・親睦委員会 「納涼屋形船」「花火大会鑑賞」 

・シャイニングボーイズのニッセイコンサート 

・「ロータリーの友」平成29年 7月号要約 

雑誌・R情報 加藤委員長 

・出席報告      出席委員会 

・スマイル報告    スマイル委員会 

・イェール大コンサート寄付御礼鈴木和夫会員 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 配偶者誕生日 なし 

-卓話- 

「新役員挨拶」 山口俊明 会長 他役員各位 

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 

６月２０日 ３３（３０） ２０   １３ ６０.００  - .  

７月４日 ３３（３２） ２６  ７ ８１.２５   

藤沢東ロータリークラブ 週報

クリスタルホテル4F「パルティール」
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Rotary Club of Fujisawa East  Weekly Report 

☆会 長／山口俊明 幹 事／吉田新一 例 会／毎週火曜日 12:30～ 

☆事務所／藤沢市南藤沢4-2 吉田ビル５F 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 TEL 0466-28-2111 

RROOTTAARRYY ：： MMAAKKIINNGG AA DDIIFFFFEERREENNCCEE 

2017-2018



-スマイル-       

村木スマイル委員長 

【山口俊明 会長】 

今年度、会長として勢いっぱい頑張ります。 

【入澤初子 会員】 

石田さん、林さんおつかれ様でした。新会長山口

さん、新幹事吉田さんよろしくお願い致します。 

入会ノミネートの皆様是非よろしくお願い致しま

す。 

【横田佳代子 会員】 

山口会長、吉田幹事新しい門出おめでとうござい

ます。御活躍を心から期待しております。これか

ら良いことが一杯あるようなよろこびの日です。 

【土屋善敬 会員】 

山口会長、吉田幹事御苦労さまです。大いに期待

しています。 

【田島勇次 会員】 

妻に誕生日の花ありがとうございました。 

【田中繁 会員】 

山口会長、吉田幹事一年よろしくお願いします。

高橋様、大野様、竹ノ内様 よろしくお願いします。 

井関様、ようこそ。 

【小柴智彦 会員】 

山口会長、吉田幹事、一年間よろしくお願い致し

ます。井関様ようこそ！高橋様、竹ノ内様、大野

様入会楽しみにしています。 

【徳山秀秋 会員】 

山口会長 今年 1年よろしくお願い致します。石

田会長、林幹事ありがとうございました。又、先

日は家内の誕生日のお花、ありがとうございまし

た。 

【村木薫 会員】 

山口会長、吉田幹事 一年間よろしくお願い致しま

す。 

【竹澤禎浩 会員】 

山口会長、吉田幹事 一年間よろしくお願いいたし

ます。 

【大坪加寿子 会員】 

山口会長、吉田幹事一年間宜しくお願いします。

井関様、高橋様、大野様、竹ノ内様 ようこそおい

でくださいました。 

【和田江理佳 会員】 

メイクアップありがとうございます。 

【林葉之 会員】 

山口会長、吉田幹事一年間宜しくお願いします。 

高橋様、大野様、竹ノ内様 お忙しい中、ようこそ 

おいで下さいました。井関様、ようこそ。 

【吉田新一 幹事】 

東京中央新RCの井関様、遠路ありがとうござい 

ます。高橋正弘様、大野英二様、竹ノ内健次様

ようこそ！藤沢東RCへ。山口年度始まります。

一年間何とぞよろしくお願い致します。 

沢山のスマイルありがとうございます！ 

-委員会報告- 

納涼屋形船と花火大会鑑賞について 

鈴木利雄 親睦委員長  

「夜間例会につきご案内します。 

7/18（火）納涼屋形船の夕べ・・・ 

8/２２（火）江の島花火大会・・・藤沢 RC

と合同移動例会」 

シャイニングボーイズ合唱披露会について 

代表土屋善敬 会員 

「7/12（水）12:00～ 出演は13:00から 

 場所：鎌倉アマンダンブルー」 



左のページから、表紙は、今年度の RI 会長、
イアンＨ・Ｓ・ライズリーご夫妻です。オースト

ラリア有数のワインの産地の真ん中に有る小さな

町、ムールダーダックのジェリエットです。

扨、新会長メッセージの標題は 「持続可能な

奉仕の究極」です。

親愛なるロータリアンの皆さん! ロータリー
に入会する理由は、ロータリアンと同じ数だけあ

ります。そして私達がロータリーに居続けるのは、

ロータリーが私達の人生に何かを齎してくれるの

であろうかの期待でしょうか。

ロータリーを通して、私達は世界中に「変化を

齎しています」ロータリーは私達にさらなる目標

に向かって努力し、超我の奉仕」を取り入れる事

に意欲的な献身になるように奮い立たせてくれま

す。

奉仕を通じてどんな変化をもたらすかは、ロー

タリークラブとロータリアンの皆さんの、ひとり

一人がそれぞれ決める事です。私達の一つの組織

としては、理事会が戦略的計画の中で決定した 3
つの優先項目です。一つは、「クラブのサポートと

強化」一つは「人道的奉仕の重点化と増加」一つ

は「ロータリーの公共イメージと認知度の向上」

を指針として行動します。クラブのサポートにつ

いては、今後一年間にオンラインツールが大幅に

改善されます。ロータリー財団への補助金手続き

が簡素化されます。次いで「ロータリークラブセ

ントラル」の構成が変わります。強いクラブであ

り続けるには、奉仕する地域社会を映し出すよう

な会員構成にして、次世代のために智識豊富なリ

ーダーを育成しつづける必要があります。長年に

渉り、私の奉仕活動すべての根幹に関わって来た

一つのアイデアがあります。それは持続可能性で

す。持続可能性とは、ロータリーの直接的の参加

終了した後もその活動が長期的に良い影響を与え

続けると云う事です。

８ページです。ザ・ソーシャル・ネットワーク

です。

新アールアイ会長イアン・ライズリー氏の身近

な話題です。いうなれば、プロフィールです。友

人との話、考え方です。その上で、友人・同僚を、

ロータリアンに結びつける秘訣と云うんでしょう

か。

 メルボルン市郊外のバターソン川岸でのウオー

キングは、二週間に一回ですが何時もコーヒー代

は私が払いますと云う軽妙な冗談で気分を盛り上 

げます。そんな風に人々を団結させる才能

がロータリーの会長として役に立ったので

す。

ロータリーに入る何年か前は妻のジュリエ

ットさんが夫の友人は同じ会計士が多いのを

気にしていました。そんな事も有ってロータ

リーを通して、別の職業の人達に出会えるの

ではないかと考えて、彼は 1978 年にサンド
リンガムの創立会員となりました。彼が惹か

れたのは、地域のビジネスエリートと係り合

いが持てた事です。

1977 年にカルフォルニア州デュアルテク
ラブが女性会員を入会させて除名になった事

件がありました。彼は、解决に重要な役割を

果たしました。1989度にロータリーは正式に
定款の変更をして女性の入会が認められたの

です。この時、ジュリエット夫人も入会する

のです。又、ライズリー氏は長年会計士を働

いていたので、ロータリーの影響についての

数値化を考えている様です。

19 ページ ロータリー! 変化をもたら
す。 イアンH・Sライズリー氏です。
゜「ロータリーとは、何ですか」から始ま

ります。お読みください。

21 ページからガバナーの横顔です。2780
地区の大谷ガバナーの紹介もあります。相模

原南 RCです。巨人軍の王さんを招いて食事
会をしたことがあります。

42ページ。財団設立 50周年を迎えての挨
拶は米山奨学金理事長の小沢パストガバナー

です。来年の２月 4日に生誕 150周年の記念
式典をお台場で開催。

45 ページは・・・ニュージェネレーショ
ン・・・縁あってロータリーに触れた若者た

ち、彼等は今、何を思い、どんな事に挑戦し

ているでしょうか・・・

岩手県の元奨学生田代優仁君「好きな陸上

競技に向き合って」悲願の全国優勝を果たし

たが、一生涯公務員選手になりたい。 次い

でインターアクター福島成蹊高校の田畝佳屋

也乃君は「私の夢」恵まれない子ども達との

交流をしてあげる。

縦のページです。

国際ロータリークラブ第 2630 地区下呂
RC の地域活性化事業の基調講演です。

講師は自治医科大学名誉教授 梶井 英治氏 

標題は 「減塩と健康寿命」

地球が誕生したのは４６億年前です。

その時、海があり、海水もあり、そこから生

命は誕生しました。いわば私達の細胞は海水

に浮いているのだと思ってください。 

 ロータリーの友 平成 29年７月号抜粋 

     加藤 信忠 雑誌・R情報委員長 



現在の海水の塩分濃度は、3、5%です。ところが

地球が生まれた頃は 0,9%でした。0・9%の塩分濃

度の海水に私達の細胞は浮いていると思ってくだ

さい。塩分濃度が薄くなり過ぎると生きていけま

せん。私達の体からは塩分は作れません、だから

最小限の塩分は体外から補充する必要があるので

す。

以上の事を踏まえて「塩分と健康」「塩分と私」

「塩分と私たち」という 3つを順番でお話しして

いきましょう。

縦の 9ージです。クラブの紹介は、・・熊本り

んどうロータリークラブです。

昨年 4月震度 7の激震が 2度も続いて有名にな

った熊本県益城

ましき

町です。集合写真は町の守り神、

本山神宮の本殿です。曾て高さ、1８メートル在っ

た高床式本殿は緑の屋根だけが原型をとどめてお

ります。12世紀宝暦 2年の銘が打ってあるそうで

す。益城町の１万戸の二分の一が崩壊したそうで

す。会長の桂さんは益城クリニックの耳鼻咽喉科

の院長で、会員の兄貴的存在で醫院は一時は避難

所になったそうです。

縦の１３ページ、友愛の広場

沢山お便りが在る中で、前橋東の馬場誠会員の

「魯迅のメッセージ」は、日本に留学中、母国、

中国の反日感情が激しいので、日本の悪口はよい

が、一つだけ、「日本人の誠実さは学ばなければ

ならない」と同胞を嗜めた魯迅でした。高崎ロー

タリ-金子秀隆会員の「16 貫と五尺四寸の人」は

米山梅吉氏の遺徳です。

１８ページの卓話 2題 一つは横浜南ロータリ

ークラブにて江ノ島水族館の展示飼育部サブリー

ダーの大下 勲氏「イルカの調教について」です。

動物はやっては行けない事はおぼえないが、褒め

る事は覚えます。次は日本医科大学の准教授 小

野 真平氏が桐生中央ロータリークラブにての卓

話、「筋電義手の可能性」義手には、装飾義手と

筋電義手があります。日本の装飾義手の技術は世

界一でしょう、然し筋電義手は、人が出来ない事

をやれる様になる。これからです。   以上

☆会 長 山口俊明   （☆印は理事） 

☆副会長 村上進 

☆幹 事 吉田新一 

☆副幹事 梶浦暁 

☆SAA  林葉之 

☆会 計 大坪加寿子 

副 SAA 竹澤禎浩 

監 査 石井博 

クラブ研修リーダー 河合克彦 

☆クラブ管理運営委員長 田中繁 

 出席委員長 狩野圭司 

 親睦・ファミリー委員長 鈴木利雄 

 プログラム委員長 片倉昌幸 

 スマイル委員長 村木薫 

☆会員組織委員長 小柴智彦 

 職業分類・会員選考委員長 須藤修司 

 会員増強委員長 入澤初子 

☆クラブ公共イメージ委員長 片岡啓次 

 ＩＴ・広報・会報委員長 吉田新一 

 雑誌・Ｒ情報委員長 加藤信忠 

☆奉仕プロジェクト委員長 土屋善敬 

 国際奉仕委員長 林葉之 

 社会奉仕委員長 梶浦暁 

 職業奉仕委員長 田中正昭 

 青少年交換・奉仕委員長 和田江理佳 

☆Ｒ財団・米山奨学委員長 石田能治 

 ロータリー財団委員長 村上進 

 米山奨学事業委員長 村木薫 

役員の皆様よろしくお願い致します。 

2017-18年度役員体制 



 高橋正宏 様 

 大野英二 様 

 竹ノ内健次 様 

推薦者：山口俊明会長、田中繁会員 

委員長挨拶 

-2017～2018年度 

RI 会長 Ian H.S. Risekey

    イアン・H.S.・ライズリー 氏 

RI テーマ  

ROTARY：MAKING A DIFFERENCE 

ロータリー：変化をもたらす 

会場：クリスタルホテル４F パルティール 

新会員予定者面接 


