
第1984回例会 2017年8月1日（火）(天候) 晴れ №5 

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・ビジター なし 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・台風5号が発生し、日本本土に近づいており

ますのでみなさんもご注意願います。 

・ロータリークラブセントラルがリニューアル

して、使用できるようになりましたのご利用

願います。 

・第 16回全国囲碁大会の案内が届いておりま

す。ホストクラブ東京ロータリークラブです

・本日の例会よろしくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶- なし

-幹事報告- 

・本日例会のあと、理事会を事務局にて行いま 

 す。理事役員の皆さんはよろしくお願い致し 

ます。 

・2017年 7月のロータリーレートは、1ドル

＝111円です。 

 （参考：6月のロータリーレート=111円 

・地区大会のご案内です。当日、バスご利用の

方は、回覧に○印をお願いします。 

・例会変更の案内が届いております。 

 藤沢北西RC 8/17(木) ⇒ お盆休会 

 8/24(木) ⇒ 8/22(火)えのすぱ花火鑑賞

(藤沢 RC,藤沢東RC合同例会） 

 8/31(木) ⇒ 8/27(日)～28(月) 直前会 

 長幹事慰労会 米山梅吉記念館へ一泊二日 

 9/14(木) ⇒ 少年の森清掃移動例会 

 9/28(木) ⇒ 9/17(日)、18（月祝）地区

大会振替休会 

 綾瀬 RC 8/15(火)⇒休会(クラブ定款により) 

 8/22(火) ⇒ 納涼移動例会 14：00 綾

瀬文化会館出発 

 9/19(火) ⇒ 休会(クラブ定款により) 

 茅ヶ崎湘南RC 

 8/16(水) ⇒ 休会(クラブ定款により) 

-委員会報告- 

・「ロータリーの友」平成29年 8月号 

・会員組織委員会 委員会7/26開催報告 

・出席報告        出席委員長 

・スマイル報告      管理運営委員長 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 石田能治 会員 

      小柴智彦 会員 

配偶者誕生日 なし 

-卓話- 

「クラブフォーラム」 

会員増強委員会 

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 

７月１１日 ３３（３０） １８   １５ ６０.００  １ ６３.３３ 

８月１日 ３６（３０） ２３ １３ ６７.７５   

藤沢東ロータリークラブ 週報

クリスタルホテル３F「フォンテーヌ」

Fontaine 

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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会員誕生日 



-スマイル-       

村木スマイル委員長

【山口俊明 会長】 

小柴会員組織委員会常任委員長、本日のフォーラ

ムよろしくお願いいたします。 

【石田能治 会員】 

誕生日祝、ありがとうございます。77 歳になり

ました。これからも頑張ります。 

【小柴智彦 会員】 

誕生日のお祝い、ありがとうございました。59

歳になります。 

【吉田新一 幹事】 

石田さん、小柴さん、誕生日おめでとうございま

す。小柴さん本日は宜しくお願い致します。山口

年度１カ月過ぎました。引き続きよろしくお願い

致します。 

-出席報告- 

                村木委員長 

直前幹事記念品贈呈 

ロータリーの友、8月号を抜萃しました。

始めに、この雜誌ロータリー友は、ロータリ

アンの三大義務の一つであります。因ってロ

ータリー・クラブの指針としてお読み下さい。

読み良いように抜粋しました。多少の誤字・

脱字も有ろうかと恐縮しております。 

扨、横のページからです、冒頭は、RI 会長イ

アン・H・ライズリー氏のメッセーシ゛です。 

標題は 「ストーリーを物語る数字」です。 

親愛なるロータリーの皆さん「ロータリー

って何」と聞かれたらなんて答えますか 

考えを的確に表現できる人でもロータリーを

為す要素を数行で言い尽くす事は難しいので

は無いでしょうか、 一つの組織としてロー

タリーは、その活動を理解してもらうのに困

難な時代をずっと経験をしてきました。 

私は会計士なので数字が好きです。数字は

どの言語にも通じます。そして言葉よりも効

果的に複雑な情報を伝える事があります。そ

こで、今年のロータリー年度に、各クラブに

お願いしたい事、2つの数字をロータリーの

本部に提出して頂きたい、人道的に費やした

現金・現物寄贈の金額と、ロータリーの活動

の名のもとに費いやした時間です。 

この数字を有効に使うための数字は正確で

なければいけません。この情報を一番簡単に

する方法はロータリークラブセントラルにア

クセスすることです。さりとて、この数字で

最高額を競うものではありません、公にする

こともありません、しかし「ロータリーって

何」と云った質問への回答にはなるでしょう。

これらの数字で「ロータリー：変化をもたら

す」の価値を、より詳しく示すことができる

と、強く信じています。今まで以上に世界に

変化をもたらすことでしょう。 

6ペーシです。「ロータリーとは」の欄で 

2017－18年度 テーマは、「ロータリー： 
「1年間、おつかれさまでした。」 

ロータリーの友 平成 29年 8月号 

   加藤信忠 雑誌・R情報委員長 



変化をもたらす。」です。すべての会員がもう一回

目を通して見る。「ロータリーの誕生とその成

長」。「日本のロータリー」。 

7ページから・・・・  会員増強・新クラブ

結成 「これまでの殻を破る」 

大宮西ロータリークラブの荒井伸夫会員からで

す。「3本の矢でロータリーの魅力をPRして

42人の会員を113人にした報告。 

また、新クラブ結成では、我々第2780地区で相

模原市の橋本に「クラブ会員全員が新会員」のク

ラブが誕生しました。「年会費が17万 4千円で

例会が第一と第三の木曜日の夜7時から8時まで

と例会を簡素化しての会員募集でした。その他大

阪水都ロータリークラブ・名古屋宮ノ杜ロータリ

ークラブなどが例会の在り方、会員増強の方法な

どの報告です。 

15ページは, 「地元の力を生かす」 世界 92

の国で20万人を超えるボランティアを動員して

展開されるロータリー地域社会共同隊をご存知で

すか。ロータリーコミュニティコープスと言いま

す。約してRCCです。RCCのメンバーはロータ

リアンでありませんが、地域のロータリーがスポ

ンサーになることでロータリークラブのネットワ

ークと繋がりを持つことが出来ます。RCCは

1980年台の後半、当時の国際ロータリーのカバ

ラス会長がロータリー村落共同体として提案した

ものです。発展途上国のためのプログラムと考え

られていました。そうした経緯もあって、今日で

も9,400在ります、大半のRCCがインドに集中

していますが、フィリピンとアフリカにも多く結

成されているのです。アメリカにも、カナダにも

あります。そのうち、4つを紹介します。コロン

ビアのレチシアは2010年の豪雨の災害で立ち

上がりました。フィリピンのパナ島は多くの子ど

もが渡し船で水を運んでいましたので給水設備の

改善をしました。コロラド州のパーカーのRCC

は、発達障害者を、その他イングランドスウィン

ドンのRCCの紹介があります。 

２２ページは世界のロータリーの活動ニュース

のです。 

 レバノンは、ベイルートシーダーズロータリー

クラブが、青少年のマラソン大会を支援は 100

人以上の選手にランニングシューズを寄贈して後

援しました。ルワンダは 20年前、ツチ民族を中

心に 80万人殺害された事があります、今は寿命

も2倍にのびましてアメリカのアリゾナ州のスコ

ッイルサンライズロータリークラブが 6 万

3,500ドルのグローバル補助金を主導して、1億

6,650万円掛けた医療機関を設置しました。 

グアテマラでは先住民族の伝統を引き継ぐのにア

メリカ、カリフォルニアのサンタバーバラロータ

リークラブがアティトラン湖に隣接する地域

のサポートをしました。

インドや、フィジーにもロータリークラブ

の援助活動がみられます。 

24ページ。財団の100周年を祝う・・・・・

アトランタ-国際大会の模様です。 

すでに詳細は、当クラブの山口会長・吉田

幹事の出席報告が週報に掲載されております 

32ページ 「よねやまだより」今月のご

案内は「ロータリー米山記念奨学事業の基礎

知識」です。奨学金は寄付金で賄います。ど

う云う仕組みになっているか、詳細をご覧く

ださい。 

横の最後の42ページをご覧下さい。ロー

タリーの友」に投稿しませんか。 

色々な出会いそして珍しい写真があろうか

と思いますので投稿してください。ご投稿要

項・要領、封筒に切手が貼ってあります。事

務局にあります。 

縦のページです2016年 10月 22日

2610地区大会の講演要旨です。 

講師は日本ケーブルテレビ連盟理事長  

吉崎正広氏です。 

表題は 「地域は本当に元気になれるのか」 

「2040年には日本の市町村の半数が消滅

可能性都市」 

今日のテーマは、地域の元気です。元気と

は生命力旺盛と云う事です。 

地域とは、文化や生活基盤など共通な性質

で一塊りになっている事です。ところが地方

も出産が少なくなって、少子高齢化が進すん

で人口が減少しています。それでも地方は幸

福になれるかと云うのが今日のテーマです。

まず地方へ移住し易い環境を整備する、仕

事・医療・買物など地方の不便なところを改

善する事が大変重要です。ひとに物を頼むよ

うに、高齢者がパソコンを使うようになれば

ネットショッピングも大丈夫です。地域を、

本当に元気にするのは、中小企業だと思いま

す。大企業より機動的で進取の気風にも富ん

でいます。そのような集まりができるのがロ

ータリー・クラブだと思っています。地域の

元気はロータリアンが作るものでは無いでし

ょうか。 

縦の 9ページです。「クラブを訪ねて」今月

は群馬県の高崎ロータリークラフ゛です。高

崎は音楽の街です。終戦直後に市民オーケス

トラが生まれました。現在の群馬交響楽団は、

高崎城址に、アントニ・レーモンド設計の群

馬音楽センターの本拠地だったそうです。 



群響は日本で③番目の古い楽団だそうです。高

崎ロータリー・クラブはここ数年で51名も会員

を増やしたクラブだそうで、今年度ガバナーの田

中さんには各地区から講演依頼があるそうです。

因みに118人高崎ロータリー・クラブは現在39

歳から99歳までそれでも平均年齢56歳だそう

です。 

１３ページ、友愛の広場です。鳥取ロータリー

の内科医塩宏会員「夏は痛風発作に注意を」関節

炎や腎臓障害になります。 

20ペーシ卓話の泉2つ、姫路RCにてリビン

グソイル研究の西山雄太代表『未来を土から考え

る」落ち葉は土に還る。2つ目は日蓮宗顕政寺住

職鈴木景澄会員「お墓についてです。 

以上 8月号の抜粋をご紹介しました。 

-会員誕生日- 

石田会員、小柴会員 

-委員会報告- 

小柴会員組織委員長 

「7/26（水）に会員増強・維持やロータリーの

夕べ、新会員歓迎の炉辺会合などについて関連部

署との合同委員会を事務局にて開催しました。御

多忙中、ありがとうございました。 

ロータリーの夕べは9月12日（火）を予定して

おります。詳細は後日みなさんへご連絡します。」 

-卓話- 

「クラブフォーラム」 

会員組織委員会、会員増強委員会 

小柴会員組織委員長 

入澤会員増強委員長 

皆様、こんにちは。会員増強委員長を仰せ

つかりました入澤です。会員増強は会員の皆

様全員で取り組む課題です。本日は、地区の

役員でもあります小柴会員組織委員長の方か

ら効果的な「会員増強・維持活動を行ってい

くには」という視点でクラブフォーラムをお

願いします。よろしくお願い致します。 

 テーブル毎に協議の上纏めの発表。 

         ・ 

テーブルミーティング 

「一人ひとりが、自分達のクラブとして楽し

くなければいけいない。」 

「自分にとってのロータリーを考えてみる。

なぜ続けていられるか？など・・・」 


