
第1988回例会 2017年9月5日（火）(天候) 晴れ №9 

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 野尾 睦彦 様（藤沢 RC） 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・先週はミサイル発射騒動で今朝は北朝鮮の水

爆実験で目が覚めました。皆さんはいかがお

すごしでしたか。 

・9/18（月）祝日は地区大会が相模女子大に

て行われます。例年通りオーパ前からバスも

出ますので、ご利用の方は、9:30集合でお願

いします。 

・地区のゴルフ大会を私と小柴会員、大坪会員、

高橋会員（新会員）で参加してきます。 

 頑張ってきますので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。 

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。 

・社会・国際奉仕セミナー開催のご案内 

 日時 2017年 10月 21日(土) 13：00～

15：30 場所：JR辻堂駅北口アイクロス湘

南6F｢E会議室｣ 内容：第1部国連UNHCR

協会 中村恵様による講演、第2部元ロータ

ーアクト地区代表 福本塁様による講演 

・インターアクト年次大会のご案内 

 テーマ(出会い、運命、思いやり)｢Our 

consideration is a bridge of an ncounter｣ 

(私たちの思いやりは出会いの架け橋) 

日時 2017年 11月 3日(祝) 9：30～15：

00 場所 光明学園相模原高等学校 

 登録料：3,000円 

・年次総会日程変更の件 

 12/12（火）2000回例会と年次総会を行い

ます。クラブ細則により12月第2週開催。 

・例会変更通知が届いております。 

 茅ヶ崎湘南RC 9/13(水) ⇒ 18：30点鐘 

場所：ラスカ屋上(BBQ親睦例会) 

 藤沢南 RC10/9(月) ⇒ 祝日休会･体育の日

10/30(月) ⇒ 夜間移動親睦例会②⇒於:大海 

点鐘 18：00 

 藤沢北 RC 9/22(金) 振替休会 ⇒ 9/23 

ポリオ撲滅キャンペーン 

10/16(金)振替休会⇒9/15剣道錬成大会後援

委員会報告- 

・「ロータリの友」平成29年 9月号 

           加藤雑誌・R情報委員長 

・ロータリーの夕べのゲストのお願い 

           入澤会員増強委員長 

・出席報告      狩野出席副委員長 

・スマイル報告    村木スマイル委員長 

-会員＆配偶者誕生日- 

 会員誕生日  なし 

配偶者誕生日 片岡希志子様（片岡会員配偶者） 

-卓話- 

「クラブ協議会」ガバナー訪問時の質問事項等 

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 

８月２２日 ３６（３３） ２３   １３ ６７.７５   ６７.７５ 

９月５日 ３６（３３） ２１ １５ ６３.６４   

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】 

本日のクラブ協議会、よろしくお願いいたします。

藤沢 RC の野尾睦彦さん、ようこそおいで下さい

ました。 

【鈴木利雄 会員】 

妻の誕生日にきれいなお花を、ありがとうござい

ました。 

【吉田新一 幹事】 

藤沢 RCの野尾様、本日は藤沢東RCへようこそ 

本日はクラブ協議会です。皆様よろしくお願いし

ます。 

-クラブ研修リーダー説明会- 

            河合研修リーダー 

４つのテストについて 

４つのテスト 

１．真実かどうか 

 ２．みんなに公平か 

 ３．好意と友情を深めるか 

 ４．みんなのためになるかどうか 

  言行はこれに照らしてから行うべし 

 「 四つのテストがある。 

その中の二番目は『みんなに公平か』である。 

英語で言うと『Is it FAIR to all concerne- 

d ?』である。職業奉仕では私は『FAIR』が重

要な指針ではないかと思う。『FAIR』とは公

正な，公平な、正当なということであるが、 

職業奉仕での『FAIR』はルールを外していな

いということになる。 

ルールを外し、自分だけ有利な状況を作って競

争に勝つというのは『FAIR』ではない。 

社会のルールを守ることが必要です。 

ルールを守るという点で、私の関係する仕事

の上では「労働基準法」という法律があります。 

多くの経営者にとっては、特に「時間外労働」

をどうするか、に苦心していることと思われま

す。最近の例では電通の女性社員の過重労働に

伴う自殺事件がある。また一般職でありながら

「名ばかり管理職」として残業代を支払わない

ケースもあります。その点については私は『ル

ール通りに行う』ということを言いたい。利益

が減ることになる時間外を経営者としてはで

きるだけ抑えたい、との考えは分かりますが、

そこはルール通りに行うのがロータリアンと

しての生きるべき道だと思います。 

          ・ 

「みんなに公平か」よりは、「みんなに公正

か（みんなに公正に対処しているか）」と捉え

ると良いです。「FAIR」は公正と訳されます

ので、大変なことですが、やはりロータリアン

は「FAIR」でなければならない。社会の中で

ルールを守って競争していこう、ということだ

と思います。」 

会長報告       山口会長 

・9/18（月）祝日は地区大会が相模女子大に

て行われます。例年通りオーパ前からバスも

出ますので、ご利用の方は、9:30集合でお

願いします。 

・本日は、クラブ協議会です。よろしくお願い

致します。 

-委員会報告- 

「ロータリーの夕べのゲスト（入会可能な方） 

が現在ゼロです。今一度みなさんの知人をご紹

介願います。 

お願いごとばかりですが、よろしくお願いしま

す。」  入澤会員増強委員長 

The Four-Way Test  

Of the things we think, say or do 

   1. Is it the TRUTH ? 

   2. Is it FAIR to all concerned ?  

   3. Will it build GOOD WILL and BETTER FRIENDSHIP ? 

   4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ? 



横のページです。イアン・HS・ライズリーRI 会

長のメッセージです。        

 「誰もが楽しめるトロント」 

ロータリーの皆さん、国際大会の最大の魅力

は、・・・ありとあらゆる民族衣装をまとったロ

ータリアンが世界中の言語で話ししている光景に

出会う事です。 

この心温まる共同体の精神は、ロータリーの核

にあります。2018年のロータリー国際大会の開

催地はカナダのトロントです。トロントの人口は

280万人です。その住民の半分は他国の出身者で

140ヶ国語以上の言語が話されます。トロントの

人は、どんなに忙しくても人助けをしてくれる土

地柄です。オンタリオ沿岸には他では見られない

様な博物館や美味しいレストランがあります。斯

くして2018年国際大会は、過去最高の国際大会

になる事をお約束します。 

 それは、インスピレーションを高めるような講

演、最高のエンターティメントや、分科会など、

街中の幅広い活動を計画しています。ジュリエッ

トと私は家族を引きずれていきますので、皆様も

家族でご参加下さい。 

トロントがロータリーを魅了するとしても、最大

の魅力は、国際大会そのものです。ロータリーの

世界がどんなことをしているかを知り、これから

の一年に向けてのインスピレーションを得る、年

に一度の機会です。そして、それは、新しいトロ

ントの發見にもなるでしょう。 

 9 月はロータリーの友の月間です。 

7 ページからは、より身近な「ロータリーの友を

目指して」のコーナーです。 

8 ページから、 「ロータリー雜誌の仲間たち」

ロータリーの友の表紙の世界ですが。 

次の 10 ページは、ロータリーの友の四方山話で

す。横書き、縦書きの記事の違いや、指定記事の

疑問などが分かるかなとおもいます。又、投

稿は自由です、事務局に用紙もあります。

2017－18 年度の「友」新企画もスタート

となっております。 

14 ペーシから 特集・・ようこそ、「日本

へ」は、日本で暮らす外国人の事です。 

能代 RC、の村越会員から「共に日本に、暮

らす外国人を仲間として」 

能代市は人口５万6千人、そのうち外国人が

170人一緒に暮らしております。その多くは

お嫁さんです。能代RCが、日本語学習会設

立 20周年で、ロータリーの財団地区活動資

金を通じて、パソコンまで応援。広島西南ロ

ータリー・クラブは広島日本語教室を支援し

ています。2780 地区の秦野ロータリーで

は、多文化共生を支える、はだの子供館での

支援活動です。人口１６万人の町で外国人登

録3096人のお世話をしております。 

21ページから、31ページまで、来年・2018

年の国際大会が、カナダのトロントですので

指定記事です。・・・・ザ・キャピタル・オ

ブ・ナイス。(暖かい、おもてなし)標題です 

31 ページまでご案内があります。ナイヤガ

ラの滝もお寄りになったら、楽しい旅になる

でしょう。どうぞ丹念にご覧下さい。 

32 ページから世界のロータリーのニュース

です。 

エジプト2451地区で貧困地域に車椅子や、

人工関節の寄贈を支援する活動、ナイジェリ

アでは、イタマルン村の住民が、90%以上が

貧困なのです。この惨状にラゴス RC、が救

援の手を差し伸べています。カナダのエルサ

ルバドルRCや、ハワイ州のロータリーの識

字率向上のプログラム。韓国のロータリーの

職業奉仕活動などの紹介です。 

34 ページは、北九州豪雨被害救援の 「心

は共に」の欄です。  九州北部の水害支援

に感謝する日田中央 RC、園田匠会長からの

ご挨拶で、 全国のロータリアンからの支援

に感謝します。特に台湾の西南区RCの御見

舞、山形RCのボランティアにて感謝します。

地元のロータリーとして、これからの支援で

は何ができるか、会員と協議して今年度のク

ラブスローガン「ロータリーを実践しよう」

のもと活動を続けて行きます。 

又、日田ロータリー・クラブでは、7月5日

からの豪雨の被害に、大分県大分舞鶴高校の

インターアクトが大分市で街頭募金をしてく

れました。日田ロータリー・クラブが感謝し

て受け取りました。被災者であり、支援者で

もある、ロータリー・クラブでありました。 

「ロータリーの友」平成29年 9月号抜粋 

  加藤信忠 雑誌・R情報委員長 



36 ページの東日本大震災については、正念場を

迎える「希望の風奨学金」の話題。 ロータリー

東日本大震災青少年支援連絡協議会委員長地葉新

司会員の報告 2011 年 3 月の大震災から 6 年

半、大学や、専門学校の卒業生は 163 人をかぞ

えました。(実態報告)です。 

42 ページは 「よねやまだより」です。今月は

ロータリー米山奨学事業の基礎知識です。寄付金

の原状・税額控除ができます。奨学生の数は寄付

金額と連動してしまいます。ともあれ、米山記念

奨学金事業はロータリアンの熱意に因って支えら

れているのです。ロータリアンと外国人留学生と

の繋がりは、この暖かい交流の記憶こそが、世界

平和の基礎となります。 

44ページは「ROTARY」の欄です。  全国ロー

タリアンから寄せられた話題です。 

観音寺RC。の IM実行委員長池田会員「小さな、

命にもおもいやりを」香川県は犬猫の殺処分が

3969匹で全国一位なので、財団百周年記念事業

のインターシテー-ミーティングのテーマにしま

した。広島中央 RC、吉川修平会員より、熱血支

援開場「財団百周年」献血運動で、財団 100 周

年をPRしました。 

縦のページです。 

 2017 年 2 月に国際ロータリー第 2580 地区

東京江戸川地区での江戸川RC主催の講演です。 

講師は、いじめ防止青い鳥プロジェクト NPO 法

人ジェントルハートプロジェクト理事篠原広明氏

です。標題は 「いじめのない 社会をめざして」 

「いじめは犯罪であります」そして「重大な人権

侵害です」 

り娘香澄さんは高校で吹奏楽部に所属していまし

たがいじめを受け自殺しました。亡くなる前の遺

書に「優しい心が一番大切だよ」と言う言葉を英

文のジェントルハートを法人の名称にした由来で

す。又、私自身の息子の真矢も 2010 年 6 月 7

日に自殺しました。中学3年生でした遺書には「友

達をいじめから守れなかった」とありました。 

 本日は、私が、息子の死から學んだ教訓や、大

人が陥り安い、いじめについての認識の誤りと言

うものに焦点を当てお話、したいとおもいます。 

縦の 9ページです。   クラブを訪ねて・・・

東京中央新ロータリー・クラブです。 

会員は女性40人男性9人だそうです。親クラブ

は東京中央ロータリー・クラブで会員 210 人の

大所帯です、メンバーに女性を入れるかどうかと

迷った時、創立 15 周年を機会に女性中心のクラ

ブ作ろうと言う事で2001年に誕生しました。集

合写真は月曜日の帝国ホテルの例会の後、日比谷

公園で撮ったものです。（和田会員の友人もいら

っしゃいまして時々当クラブへメークアップされ 

ます）１３ページは友愛の広場 岡山西南RC

小橋会員「2020、トイレンピック」国連は

11月 19日を世界トイレデーにするそうだ。

オリンピックに向けてクールジャパンにした

い。他 

１８ページ卓話の泉は名古屋錦 RC で柏井保

育園鈴木佑会員「認定こども園について」で

す。 

以上、読んでみてください。 

-卓話- 

☆決議事項（出席数が会員総数の１/３以上） 

1．慶弔見舞規程制定決議 

施行：10月 1日 出席者全員の可決

クラブ協議会 
決議事項、ガバナー訪問時の質問集約 



2．事務局時間外対応に関する謝礼の取扱要領 

 施行：9月 5日 出席者全員の可決 

AG訪問時の要望、意見集約 

テーブルミーティング 発表 

・「時間切れですが、「マイロータリー」の設 

 定を試みましたが短時間でできなかったの 

で、帰ってからチャレンジします。 

  何と言っても「会員増強」が第一です。当

クラブは今年既に 3 名の会員が入会されま

した。今後共よろしくお願いします。」 

（まとめ・発表：田中繁常任理事） 

・「東ロータリーの目標は40名です。年々高

齢化していく中『やりたいけどできない』状

態もあり、適材適所で、若い人達には、力の

入らない者にはあまり負担がかからない程

度のやり方や、本来の人間としての尊厳を考

え、力を発揮できるように指導して頂きた

い。」 （まとめ・発表：石井監査担当） 

・「会員増強を考えると石井さんの言われるよ

うに、10 年後は人材がいなくなる心配もあ

ります。そういう意味でも若い人を誘ってい

かなければいけない。ROTARY の素晴らし

さをアピールすることも重要です。会長の言

う５カ年計画を、ひとつでも作って実行して

いくことが大切だということです。財団につ

いては、石田委員長が任せてくれ、とのこと

です。マイロータリーの登録は皆さん全員で

行うようお願いします。」 

 （まとめ・発表：土屋常任理事） 

会場：クリスタルホテル５F ボンヌ・シャンス 

会場：クリスタルホテル５Fボンヌ・シャンス 


