
第1991回例会 2017年9月19日（火）(天候) 晴れ №12 

ガバナー補佐公式訪問 
点鐘 

開会 

ゲスト   

端山創之様（第3グループガバナー補佐） 

 原田淑人様（3780地区ﾌｨﾘﾋﾟﾝｼｷﾎｰﾙ島ｾﾝﾄﾗﾙﾛｰﾀ

ﾘｰｸﾗﾌﾞ 2016-2017年度会長） 

ビジター  なし 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・先日の地区大会は多くの方が参加されましてあ

りがとうございます。 

・先日の「ロータリーの夕べ」は11名のゲスト

がお見えになりました。この中で一人でも多く

当藤沢東RCへ入会されますことを希望しま

す。 

・今週土曜日9月23日は、10:40から END 

POLIO 街頭キャンペーンを行います。みなさ

んの御協力をお願いします。 

・本日はよろしくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶-

・地区大会でロータリー財団寄付優秀クラブ表彰 

-幹事報告-

・10/3 ガバナー公式訪問時スケジュール 

 11:00～ガバナーとガバナー補佐の打合せ 

 11:30～ガバナー＆AGと会長幹事打合せ 

 12:00～地区役員も参加し、打合せ。 

 12:30～13:30 例会出席 

 13:30～14:30 ガバナーと懇親会 

・10月の例会日程について 

 10日(火)横浜湘南道路見学会 24日(火)～

25日(水)親睦旅行と移動例会が予定されてお

ります。

・11/18(土)第 2回ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ湘南ｳｫｰｸのお知らせ

・例会変更のご案内 ふじさわ湘南RC 

 9/24(月) 通常例会⇒移動例会 

・配布物 地区大会パンフレット、購入物 

「初期ロータリーを顧みて｣￥700- 

・ハイライトよねやまが届いております。回覧。 

-委員会報告- 

・ピースウォーク実行委員会報告 石田会員 

・スマイル      村木スマイル委員長 

・出席報告      村木出席委員長 

・特別卓話者：原田淑人様（3780地区ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｼｷﾎｰﾙ島ｾﾝﾄﾗﾙﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 2016-2017年度会長

-会員＆配偶者誕生日- 

 会員誕生日  なし 

配偶者誕生日  

高橋麻子様(高橋正宏会員配偶者) 

鈴木芳子様(鈴木利雄会員配偶者) 

-卓話- 

ガバナー補佐公式訪問 

端山創之様（第３グループ ガバナー補佐） 

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 

９月５日 ３６（３３） ２３   １３ .    .  

９月１９日 ３６（３３） ２３ １３ ６９.７０   

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」
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-スマイル- 

村木スマイル委員長 

【端山創之 ガバナー補佐様】 

地区大会では、大変おせわになりました。本日、ガ

バナー補佐訪問、よろしくお願い致します。 

【山口俊明 会長】 

端山 AG 様、本日は御指導よろしくお願い致しま

す。原田様、本日はようこそおいで下さいました。 

【石田能治 会員】 

端山AG、本日はようこそおいで下さいました。 

【小柴智彦 会員】 

端山AG、地区大会おつかれ様でした。今日もよろ

しくお願いします。 

【村木薫 会員】 

端山ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致しす。 

【大坪加寿子 会員】 

昨日の地区大会出席の皆様、お疲れ様でした。端山

AG、本日は御指導宜しくお願いします。 

【林葉之 会員】 

端山AG、本日は忙しい中ありがとうございます。

今日もよろしくお願いします。原田様、いつもテレ

ビで御活躍拝見させていただいてました。お目にか

かるのを楽しみにしておりました。宜しくお願いし

ます。 

【吉田新一 幹事】 

端山AG様、連日のお勤めおつかれ様です。本日は

よろしくお願い致します。シキホール島セントラル

RCの原田様、藤沢東 RCへようこそ。。 

ゲスト紹介：大坪親睦副委員長 

-ゲスト- 

原田淑人様（3780 地区ﾌｨﾘﾋﾟﾝｼｷﾎｰﾙ島ｾﾝﾄﾗﾙﾛｰ

ﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 2016-2017年度会長）

-表彰-  ・・・地区大会にて・・・ 

ロータリー財団寄付優秀クラブ表彰： 

石田クラブロータリー財団委員長 

 また、山口会長もメジャー・ドナーとして表

彰されました。 

第 2780地区 メジャードナーのみなさん 



ゲストスピーチ：原田淑人様

4月から卓話依頼を頂戴していましたが、何と 

か時間を作ることができ、折角の帰国のおり、ガ

バナー補佐の了解を得て時間調整を行い、本日短

い時間ではありますがお話をして頂きました。 

シキホール島での活動は、1月 27日放送のテ

レビ東京「世界ナゼそこに日本人」にフィリピン

はシキホール島に移住した日本人オーナーとして

出演されてました。 

 現在、リゾートホテルを運営しています。 

『ヴィラ・マーマリン（VILLA MARMARINE）』 

 その傍ら、「シキホール笑顔プロジェクト」の

ボランティア活動をしています。目的はフィリピ

ン人の雇用を増やすこと、子供たちの支援をする

こと等です。 

このプロジェクトのキーとなるのが“モリンガ” 

モリンガとは、北インドが原産の「ワサビノキ科」

に属する植物です。別名「ミラクル・ツリー（奇

跡の木）」と呼ばれており、人や動物にとって大

切な栄養素が豊富に含まれています。インドでは、

カレーの香辛料や缶詰、お茶などの食品に用いら

れ、健康食として重宝されているようです。 

-卓話- 

みなさん、こんにちは。 

今年度、第2780地区第３グループガバナー

補佐を務めます藤沢西RCの端山でございま

す。 

 日頃、藤沢東ロータリークラブの皆様には、

ロータリークラブの活動に協力して頂きまし

て感謝を申し上げます。 

 本日は 2 週間後のガバナー公式訪問を控

え、皆様に大谷新一郎ガバナーのビデオメッ

セージと掲げる地区方針について説明しま

す。 

          ・ 

 2017-18 年度ＲＩ会長はイアン Ｈ.Ｓ. 

ラ イ ズ リ ー 氏 で す 。 1978 年 に

Sandringham（オーストラリア）クラブに

入会。ＲＩ財務長、理事、数々の委員長・委

員を歴任。職業はビクトリア州の公認会計士

です。ジュリエット夫人とともに、メジャー

ドナー及びロータリー財団遺贈友の会会員で

す。 

 皆さん御存じのように、今年度のＲＩ会長

テーマは「Rotary：Making A Difference」 

（「ロータリー：変化をもたらす」）です 

2017-18年度「ロータリーとは何ですか」

という問いに私たちは「ロータリー：変化を

もたらす」というテーマで答えます。 

ガバナー補佐公式訪問 
端山創之 第 3グループガバナー補佐 

VILLA MARMARINE ヴィラ マーマリン シキ

ホール親善大使 原田淑人（ダーマン） Toshito 

Dagman HaradaCandanay sur SIQUIJOR 

SIQUIJOR ISLAND PHILIPPINES

直通電話 Tel line:(63)35-480-9167 

地区方針６項目 

１.増強を最重点にします。 

２.戦略計画の実行 

３.財団 

４.ＲＩ会長賞 

５.マイロータリーの登録率向上 

６.柔軟性の正しい理解 



１．増強を最重点にします。

 ・女性会員と若い会員の増強を軸に会員５０名

以下のクラブは１名以上。

 ５１名以上のクラブは２名以上を継続。

２．戦略計画の実行

 ・公共イメージ認知度の向上（メディアとの連 

  携）を重点

 ・長期計画目標の実行

３．財団

 ・Ｒ財団寄付 目標

  年次寄付  ２００ドル以上/１人

  ポリオ寄付  ４０ドル以上

  恒久基金寄付１，０００ドル以上/１クラブ

 ・財団基金の活用：地区補助金・グローバル補

助金の積極的利用（2017-18年度 89,600ドル）

  皆さんの寄付が３年後に利用できることにな

ります。

 ・米山記念奨学会寄付 20,000円以上/１人

４．ＲＩ会長賞

 ・３つの戦略的目標のうち各４項目

① クラブのサポートと強化

② 人道的奉仕の重点化と増加

③ ロータリー公共イメージと認知度の向上

５．マイロータリーの登録率向上

ＭｙRotary は、ロータリー会員向けの情

報やツールです。（現在登録 18.3％→各

クラブ25％以上を目標）

６．柔軟性の正しい理解

 ・２０１６年規定審議会

  柔軟性の導入はクラブの自主性において

クラブ総意で決定して頂きたい。

  「柔軟性の導入」は厳しくすることも緩

和することもできます。つまり決して緩

和だけではありません。導入によって成

果がでなければ意味がありません。

最後に、会員増強は、ただ人数を増やすば

かりで無く、私たちは、将来のクラブが存続、

繁栄する為に、リーダーシップをとれるロー

タリアンを育成し、増やして行く使命があり

ます。このような観点からも会員増強はとて

も重要です。 

         ・ 

 山口会長のリーダーシップのもと、イア

ン・ライズリーＲＩ会長のテーマ『ロータリ

ー：変化をもたらす』を実践し、会員増強を

推進し、皆様のクラブがますます輝かしいク

ラブとなりますよう、皆様と一緒に取り組ん

でまいりたいと思います。 

御清聴、ありがとうございました。 

会場：クリスタルホテル 「ボンヌ・シャンス」 


