
第1981回例会 2017年7月11日（火）(天候) 晴れ №2 

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、ビジター なし 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・九州地方の集中豪雨については、被災された

方々には謹んでお見舞いを申し上げます。 

・逆に関東地方は毎日が猛暑で、梅雨が明けた 

 ような気がする程のこの頃です。 

・前回に引き続き、9月18日の地区大会の概

要を説明します。記念講演は「輝いて生きる」

歌手ジュディ・オング氏です。東日本大震災

後の義援金募集活動や被災地訪問などの支援

活動を行うなど、また台湾の文化親善大使の

名誉受賞など御活躍中。ロータリーのエンド

ポリオ活動に賛同し、ポリオ撲滅活動の認知

度向上を行っております。 

  「はやぶさ」の奇跡的帰還映像もあります。

・本日の例会よろしくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶-

ポールハリス・フェロー  

加藤信忠 会員 3rd 

石井博 会員  2nd 

直前会長・幹事記念品贈呈 

直前会長石田PP 

（直前幹事林PSはお休み） 

-幹事報告- 

・ロータリー青少年交換学生/ロータリー奨学生

の募集案内が届いております。 

・地区大会の御案内 

 クラブホームページのニュース欄に詳細掲載 

・訃報連絡が届いております。 

 ふじさわ湘南ロータリークラブの青木賢治会 

員がご逝去されました。 

通夜 7/12 19:00  葬儀 7/13 11:00～ 

 場所：羽根澤屋会館（藤沢市高倉883-2） 

・例会の変更通知が入っております。 

大和 RC 7/18(火)⇒休会(クラブ定款) 

8/8(火)、8/15（火）、9/9（火） ⇒休会 

-委員会報告- 

・親睦委員会 「納涼屋形船」「花火大会鑑賞」 

「親睦旅行」の御案内 

・米山奨学会クリーンキャンペーン 

・出席報告      出席委員会 

・スマイル報告    スマイル委員会 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 山口俊明 会長 

      河合克彦 会員 

配偶者誕生日 なし 

-卓話- 

クラブフォーラム「田中繁管理運営委員長」 

点鐘 

閉会     ポールハリスフェロー表彰 

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２７日 ３３（３１） ２３    ８ ７４.１９  - ７４.１９  

７月４日 ３３（３２） １８ １５ ６０.００   

藤沢東ロータリークラブ 週報

クリスタルホテル5F「ボンヌ・シャンス」

Bonne Chance

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 
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-スマイル-       

村木スマイル委員長 

【山口俊明 会長】 

田中常任委員長、クラブ管理運営委員会主催のフ

ォーラム、よろしくお願い致します。加藤さん、

石井さんポールハリスフェローの授与おめでとう

ございます。誕生日祝いありがとうございます。 

【河合克彦 会員】 

長い間欠席で申し訳ありません。 

5月 家内の誕生祝ありがとうございました。 

７月 本人の誕生祝ありがとうございました。 

【小柴智彦 会員】 

田中理事、本日のフォーラムよろしくお願いしま

す。山口会長たんじょう日おめでとうございます。 

【片倉昌幸 会員】 

山口会長、河合さん、お誕生日おめでとうござい

ます。暑い日が続きますが、皆さん体調をくずさ

ない様に頑張っていきましょう。 

【吉田新一 幹事】 

田中繁クラブ管理運営委員長、御多用の折、本日

のクラブフォーラムよろしくお願い致します。 

加藤様、石井様、ポールハリスフェローおめでと

うございます。 

会長挨拶・報告 

-委員会報告- 

納涼屋形船、花火大会鑑賞と親睦旅行について 

大坪加寿子 親睦副委員長  

「移動例会につきご案内します。」 

7/18（火）納涼屋形船の夕べ・・・浅草橋 

8/２２（火）江の島花火大会・・・ 

藤沢 RC、藤沢北西RCと「合同移動例会」 

10/24（火）、25（水）山梨親睦旅行 

米山奨学会クリーンキャンペーンについて 

大久保雅晴 前米山奨学委員長 

「みなさん、おひさしぶりです。 

以前クリーンキャンペーンに参加した際は、

米山奨学生も40人以上参加し、皆で浜辺の清

掃活動後に、バーべキューも開催されました。 

場所：片瀬海岸東浜」 



ポールハリスフェロー表彰 

加藤会員    石井会員

直前会長記念品贈呈    石田直前会長 

会員誕生日       山口会長 

会員誕生日       河合会員 

「15 ㎏も減量しました。仕事も多忙で中々

例会へ出席できませんでした。」河合会員 

本日のランチ  「中国弁当」 

今週の予定 

☆7/12（水） 12:00 ～ 

 シャイニングボーイズ合唱 

 場所：鎌倉アマンダンブルー 

☆7/13（木） 18:00 ～ 

 第３グループ会長幹事会 

 場所：相澤ビル６F 

 出席：会長、幹事 

☆７/15（土） 13:00 ～ 

 地区 R財団/補助金管理セミナー 

 場所：アイクロス湘南６F  E 会議室 

 出席：会長、幹事、R財団米山委員長 

☆7/16（日） 11:00 ～ 

 米山学友会主催「クリーンキャンペーン」 

 場所：集合 小田急線片瀬江の島駅 

    清掃 片瀬海岸東浜 

 出席：小柴会員、石田会員、村木会員 

    大坪会員、吉田幹事 



-卓話- 

 皆さん、こんにちは。

 クラブ管理運営委員会のフォーラムですが、会

長から「あなたの仕事はこれだ」という形で頂い

た資料には、「管理運営委員長の役割はクラブの

円滑な運営を助けることです。」ということで、

『クラブを成功に導くリーダーシップ・管理運営

委員会』には、委員長の仕事が詳しく説明されて

います。

 会長と協力して例会のスムーズな運営やそれか

らクラブ協議会を設けたり、また親睦旅行などを

開催し出席率の向上に努め、定期的に委員会を開

催し、クラブの目標に向けた活動を行っていくこ

とｓです、とあります。

 委員会の予算や委員会の活動についてクラブ全

体に報告する、などその他クラブ運営を盛り上げ

ていく活動を担っております。

特にクラブ管理運営委員会はクラブの例会、協議

会、その他の活動を計画する等々があります。

また、会員への連絡を行い、会員同士のコミュニ

ケーションを図る。出欠記録をとり、さらに、ク

ラブのウェブサイトを管理しソ－シャルネットワ

ークを更新していく。これは私の専門外でＩＴ・

広報・会報委員会にお願いします。 

 いろいろな事が記載されておりますが、とにか

く「世界のロータリーアンと繋がっていこう」と

いう趣旨目的が綴られております。 

環境を築こうとか、国際労働委員会により、国境

を越えた平和の活動をしよう、クラブの親睦活動

や共通の関心事や職業毎の集いを作ろう、ロータ

リアンの活動に積極的に参加して奉仕プロジェク

トに取り組もうということです。 

ロータリーの承継プランに沿った奉仕活動の成果

を共有しよう、ということです。 

それからロータリーの友情交換チームを結

成して海外のロータリアンと交流するとい

うことが詠われております。 

そういうことで、取敢えず、皆様方に「勝

手な台湾のクラブへのメークアップ活動」な

ども計画しました。台北のスワンシーＲＣへ

のメクアップ、熊谷組施工の陶朱陰園現場視

察などを行い、翌日は各人でゴルフや観光を

行って貰おうと計画しました。 

それに伴って、行く際には台北スワンシー

ＲＣの会員全員の名刺が写真入りであり、行

く際にはウチのクラブの顔写真入り名刺で

ないと失礼ではないかということで現在、幹

事の方で手配しております。 

友好クラブである塩釜東ＲＣの直前会長で

ある吉木さんのスタジオで相場の半額以下

の低価格で作成して頂けることになり、手配

をしております。 

この際に、その他の会員の中で写真入り名刺

を作成希望の方は幹事までご連絡願います。 

 今年度の国際奉仕では特に活動項目があ

りませんが、こういう形の活動を続けていけ

ば、国際奉仕活動に繋がっていくのでは、と

の思いもあります。 

 国際奉仕は日本の常識が通用しないリス

クを伴うところがり、慎重に進めなければな

らない問題もあるかと思います。 

 ロータリーは仲良く繋がっていくことが

大事だと思います。そこで、いろいろなクラ

ブと繋がりをもっていけたらと思う次第で

す。 

 他のクラブなどでは「派閥」があったりし

ますが、ウチのクラブはそういうものがな

く、和気藹藹と仲良くやって、お互いにカバ

ー仕合いながら楽しくロータリー活動を行

っているクラブだと思います。 

 例会においても良いプログラムを作成し

ていかないと飽きられるところもあります。 

会員の皆さんが聞いてみたい卓話や催しを

計画していきたいと思います。 

         ・ 

 プログラム委員会、親睦・ファミリー委員

会、スマイル委員会、出席委員会等の小委員

を通して充実した会の運営と魅力あるクラ

ブにすることが楽しいクラブとなります。皆

で楽しむことができる運営にご協力願いま

す。 

クラブフォーラム 

 クラブ管理運営委員会 

        田中繁 常任委員長 



小委員会 

プログラム委員会  片倉プログラム委員長 

 「昨年から、私がプログラム委員長だから、と

山口会長に言われていまして、それほど人脈があ

る訳ではない中いろいろとつてを頼りに連絡を

とりました。 

 その中で、お話をして頂けたら皆様にも御興味

があるのでは、という方が何人かいらっしゃいま

した。 

 あまり田中管理運営委員長が褒めるとハード

ルが上がるので恐縮ですが、たとえば、最近注目

されている家族信託についてのお話を司法書士

の先生にお願いしました。 

また、肖像写真家の方がいらっしゃいまして、そ

の方の撮った写真を使用すると成功される、とい

う逸話もございます。さらには、ギフトの専門家

や、身内でございますが湘南信用金庫の理事長な

ど様々な分野からお願いしました。」 

小委員会 

親睦委員会   鈴木利雄委員長 

 先程案内がありましたように、今年はいろい

ろとイベントを企画して皆さんに楽しんで頂

けるよう頑張って参ります。 

  クラブ管理運営委員会の長期計画として 

 の話しがあります。 

  まずは創立50周年記念式典に向けての 

 積み立てを今から計画的に行っていくこと 

 が重要です。資金は重要な問題ですので理事 

 会図り、お願いしていきます。 

  また、連続して取り組む活動を長期的に行 

 う必要があります。「なのはなプロジェクト」 

 もありますが、もうひとつ地域の中で連続し 

 て奉仕貢献できるものを検討して参ります。 

会場：クリスタルホテル５F ボンヌ・シャンス 


