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☆会 長／村上 進 幹 事／梶浦 暁 例 会／毎週火曜日 12:30～
☆事務所／藤沢市南藤沢 9-6 シャレー藤沢 ５１０号室

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

第 2025 回例会 2018
2018 年 7 月 3 日（火）(天候)
天候) 快晴 №1
クリスタルホテル 4F「パルティール」
点鐘
Partil
開会
国家斉唱：君が代
ロータリーソング：
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 なし
ゲスト紹介
ゲスト紹介 なし
バナー交換 なし
会食・懇談

-会長報告会長報告・本日から一年間会長を務めます村上です。
よろしくお願い致します。
・ＲＩ国際大会 参加報告。
・ＩＭ報告。
・本日の例会よろしくお願いします。
-表彰＆特別挨拶
表彰＆特別挨拶＆特別挨拶-幹事報告幹事報告・本日例会後、理事会をこの会場で行います。
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。
・201８年 7 月のロータリーレートは、1 ドル
＝11０円です。（参考：6 月レート=110 円）
・米山学友会主催「クリーンキャンペーン」
７月８日（日曜日）片瀬海岸東浜海岸清掃。

出席報告
例会月日
７月 3 日

総員（名）
出席（名）
３6（３4）
30

・例会の変更通知が入っております。
茅ヶ崎湘南ＲＣ
7/4（水）の例会より
すべて夜間例会へ変更 18：30 点鐘
第５週は、例会を行わない。
7/18（水）⇒7/16（月・祝）
場所：海の家「夏倶楽部」
(茅ヶ崎海岸浜降祭海岸清掃終了後)
8/15（水）⇒休会(クラブ定款による)
茅ヶ崎ＲＣ
7/19（木）⇒7/16(月・祝)10：00 点鐘
場所：海の家「島人」 ビジター費：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。
AM8：50 浜降祭会場内祭典本部テント前集合
ご都合がつけば、こちらにもご参加ください。
清掃用具(軍手・ごみ袋)以外の、タオル・
帽子・飲み物等は各自ご持参ください。
7/26（木）⇒18：00 点鐘
コルティーレ茅ヶ崎 ビジター費：5,000 円
（直前会長・幹事慰労会 入退会会員歓送迎会）
8/16（木）⇒休会(クラブ定款による)
※ 当クラブでは、6 月～9 月の間、軽装での例
会出席を励行しております。
貴クラブ会員がＭＵ等でご来会の際は、その
旨をご了承頂きますようお伝えください。
また、皆様の軽装でのご来会も歓迎いたしま
す。ノーネクタイ・ノージャケットで、お気
軽にお越しください。
綾瀬 RC 7/17（火）⇒休会(クラブ定款による)
8/14（火）⇒休会(クラブ定款による)
欠席（名）
6

出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率
８8.２4
.

-新会員紹介新会員紹介齋藤卓章（さいとう たかのり）様
-委員会報告委員会報告・親睦委員会 「納涼屋形船」「花火大会鑑賞」
・「ロータリーの友」平成 30 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
-会員＆配偶者誕生日会員＆配偶者誕生日会員誕生日 配偶者誕生日 なし
-卓話卓話「新役員挨拶」 村上進 会長 他役員各位
点鐘
閉会
-スマイル石井スマイル委員長
スマイル【山口俊明 会員】
前年度会員の皆様には大変お世話になりました。
あらためて感謝申し上げます。
今年度村上会長、梶浦幹事ご指導よろしくお願い
いたします。全面的にサポートさせていただきま
す。
【吉田新一
吉田新一 会員】
会員】
村上会長、梶浦幹事一年間よろしくお願い致しま
す。
【土屋善敬 会員】
会員】
前年度会長、幹事御苦労さまです。今日から村上
会長、梶浦幹事頑張って下さい。
【田島勇次 会員】
会員】
妻に誕生日の花をありがとうございました。
新役員の皆様これから一年御苦労様です。
【田中繁 会員】
会員】
山口パスト会長、吉田パスト幹事御苦労様でした。
村上会長、梶浦幹事一年間頑張って下さい。
【徳山秀秋 会員】
会員】
村上会長、梶浦幹事 今年度よろしくお願い申し
上げます。又、先日は家内の誕生日にのお花をあ
りがとうございました。
【村木薫 会員】
会員】
村上会長、梶浦幹事 一年間よろしくお願い致しま
す。
【大坪加寿子 会員】
会員】
村上会長、梶浦幹事一年間宜しくお願いします。
斉藤様、入会心より歓迎します。東藤会では皆様
お世話になりました。次回も優勝させてください。
^v^
【石田能治 会員】
会員】
家内の誕生祝いのお花、ありがとうございました。
よろこんで居りました。
【細田研 会員】
会員】
竹澤君から、6 月妻の誕生日のお花ありがとうご
ざいました。みなさん大好きです。

【吉田新一 会員】
（前回分）
会員】
藤沢東ロータリークラブ会員各位、委員長各位
一年間ありがとうございました。
沢山のスマイルありがとうございます！

2018
2018-19 年度役員体制
☆会 長 村上進
（☆印は理事）
☆副会長 吉田新一
☆幹 事 梶浦暁
☆副幹事 田中繁
☆会 計 村木薫
☆SAA
林葉之
副 SAA 細田研
監 査 田中正昭
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 大野英二
親睦・ファミリー委員長 和田江理佳
プログラム委員長 高橋正宏
スマイル委員長 石井博
☆会員組織委員長 片岡啓次
職業分類・会員選考委員長 須藤修司
会員増強委員長 片倉昌幸
☆クラブ公共イメージ委員長 吉田新一
ＩＴ・広報・会報委員長 竹之内健次
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 大坪加寿子
職業奉仕委員長 石田能治
青少年交換・奉仕委員長 村木薫
☆Ｒ財団・米山奨学委員長 小柴智彦
ロータリー財団委員長 横田佳代子
米山奨学事業委員長 吉田成江
役員の皆様よろしくお願い致します。

-2018～
2018～2019 年度
RI 会長 Barry Rassion
バリー・ラシン 氏
RI テーマ
BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう

ロータリーの友 平成 30 年７月号抜粋
加藤 信忠 雑誌・R 情報委員長
表紙は、2018・19 年度会長 バリー・ラシン
ご夫妻のお庭です。ご夫妻の出身の中南米諸島バ
ハマです。首都ナッソーにあります。
メッセージです。「ロータリアンの皆さん、一年
前、国際ロータリー理事会は、ロータリーとその
未来に向けた私たちの大志を表した新しいビジョ
ン声明を採択しました。」「私達ロータリアンは、
世界で、地域社会で、自分自身の中で持続可能な
良い変化を生むためひとりびとりが手をとりあっ
て行動する世界を目指しています。」
このシンプルな文章にはロータリーの本質が凝縮
されております。私達は手を取り合います。なぜ
ならば、夢ばかり見ているのではなく行動人だか
らです。
フランス人作家のアントワーヌ・ド・サン「船を
作りたいなら木を集めたり、木を切ったり、仕事
の割り振りする前に、果てしなく続く広大な海へ
の切望の心を培うことから始めなさい」私たちは
昔、望みを抱いてロータリークラブに入会しまし
た。世界を変えたい、自分の存在が一部の大きな
価値でありたい。それが奉仕活動を行う理由であ
り、私が今年度のテーマに「インスピレーション
になろう」を選んだ理由です。
私は、人々の暮らしを変えるような影響をもたら
す活動を行うことで、ロータリーが地域社会のイ
ンスピレーションになってほしいと思っていま
す。今こそ障壁を取り除き、前に踏み出す時です。
必要なら細則を変更する。ローターアクトを強化
して、ロータリークラブに移行できる様な柔軟性
を皆さんにお願いしたい。空気・水・は健全な地
域社会には欠かせません。力を合わせれば、私た
ちは世界に+インスピレーションを与えることが
できるのです。
続く 8 ページです。 「バリ」と呼んでください。
ラシン氏はドクターズホスピタルの元病院長で、
現在は理事です。
ドクターズホスピタルは当初、ラシン氏の父親が
ラシン病院として設立しましたが、経営不振にな
りました。その時にアメリカで会計学を学んだラ
シン氏が、経営を建て直しをして、改名した病院
がドクターズホスピタルです。今では、カリブ海
沿岸諸国の中で先進的な病院として知られていま
す
イーストナッソーロータリークラブが例会を開く
ときはヨットクラブの板張りの部屋で一面にヨッ
トの写真が飾られております。

ラシン会長は生活の中心にロータリークラブ
があり、1980 年に入会して以来欠席したの
は一度だけです。
バハマは泳ぐ豚で知られておりますが本当で
す絶滅寸前まで追い込まれたカリビアンフラ
メンコの養殖地でもあります。その日最後の
ショーの後ラシン夫妻はその場に残ってフラ
ミンゴと一緒に写真を撮りました。
バリー・ラシン・・・・2018－19 年度・・・
国際ロータリークラブ会長バリー・ラシン
16 ページから 18 ページに硬岩からできた
奴隷制度だったこの小さな島国。ご夫人との
ひとときです。40 年近くに渡ってラシン会
長の生活の中心にロータリークラブがありな
から、RI 会長になることを目標にしたことは
一度もありません、しかし 2016 年にウガン
ダのカンバラロータリークラブのサム F 氏が
手術による合併症で不慮の死に至りましたの
で、よって私が選ばれたわけです。
21 ページです。2018－19 年度テーマ
「インスピレーションになろう。」を決めま
した。113 年前の創設以来、ロータリーの役
割は世界において又会員の人生において絶え
ず進化してきました。ロータリー財団の支え
もあって奉仕は世界中の家族や地域社会を変
えました。全世界の平和の縮図であります。
残念なことにロータリークラブがどんな団体
でどんな活動をしているのかを十分に理解し
ている人は多くありません。ロータリークラ
ブでの役割をこれまでとは違う角度で捉える
必要があるものです。ポール・ハリスが述べ
たように、ロータリーは、単なる「モデル」
ではなく、インスピレーションです。ロータ
リーは可能性を指し示めし、そこに到達する
意欲を引き出し、行動を通じて、世界の「イ
ンスピレーションになる道」を拓いてくれる
筈なのです。
22 ページから、日本のガバナーの横顔です。
34 ページに我が地区 2780 地区脇洋一郎氏
ご夫妻。
50 ページから海外のロータリークラブのご
案内です。
縦の 1 ページは 2017 年の 4 月 14 国際ロ
ータリー2740 地区の地区大会の記念講演
です。
「音楽教育は人間教育と題して」 活水学院
女子大学吹奏団楽部音楽部吹奏総監督
藤重佳久氏です。
表題。金賞常連校から・・無名の長崎・活水
学院に音楽の先生で赴任した。

叱り付ける指導から褒める指導に変えた。やがて
金賞常連校になる道筋。
9 ページです。「さくらんぼの里で培う」地味
深いロータリーの里
11 ページ友愛の広場は今月号は読みたいところ
がたくさんあります
12 ページ卓話の泉名古屋 RC 森内会員の「スー
ツの掟」昔のエチケット。神田 RC のブルミェー
ルクリニック院長星野会員「がん治療の新薬」 以
上です。

村上会長

出席報告

大野出席委員長

スマイル報告

石井スマイル委員長

新会員 齋藤卓章様
梶浦幹事

ようこそ藤沢東ロータリークラブへ
会員の皆様 一年間よろしくお願い致します。
2018-2019 村上年度活動計画
1．仲間を増やそう。
2．長く続けられる奉仕活動を探そう。
3．みなさんに我々の活動を知ってもらおう。

