
第2032回例会 2018年 9月 4日（火）(天候) 晴れ №8 

ガバナー公式訪問 

点鐘 

開会 

国家斉唱：君が代 

ロータリーソング：「奉仕の理想」 

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・ビジター紹介

ゲスト 脇洋一郎様

（ＲＩ第2780地区 2018-19年度ガバナー）

山口俊明様(第 3Ｇガバナー補佐)

会食・懇談  

-会長報告-  

・ガバナー公式訪問。 

 本日は、台風が近づいているなか多数の方の出

席ありがとうございます。脇ガバナー、卓話を

よろしくお願いします。 

・中村宣夫先生 名誉会員の件 

 中村宣夫先生が名誉会員になりましたので報

告いたします。 

-幹事報告- 

・台北州美ロータリーからの西日本災害義援金 

台北州美ロータリー様より西日本災害義援金

として12万円頂きましたのでご報告いたしま

す。 

・10/9メイクアップの件 

台北州美ロータリーより15名、スワンシーロ

ータリーより6名、10/9の例会にメイクアッ

プでいらっしゃいます。 

みなさん、宜しくお願いします。 

・地区大会のお知らせが届いております。 

日時：2018年 10月 13日(土) 

2018年 10月 14日(日) 

会場：鎌倉パークホテル、茅ヶ崎市民会館 

ホスト：茅ヶ崎湘南ＲＣ 

 当クラブからは、20名以上の方が参加予定と

なっております。 

・理事会日程変更の件 

9/4理事会は、9/11 16：30～17：30 

夜間例会の前に変更となります。 

・会員名簿作成について 

 会員名簿を作成します。記載事項、掲載写真を

回覧しますので、ご確認ください。変更がある

方は訂正の旨、ご記入ください。 

・例会の変更のお知らせ 

綾瀬ＲＣ 

9/18（火）休会(クラブ定款により) 

9/25（火）移動例会 横浜屋形船 

16：30 綾瀬市オーエンス文化会館 出発 

藤沢北ＲＣ 

9/28（金）振替休会 

⇒ 9/29（土）ポリオ撲滅キャンペーン 

10/12（金）振替休会 

⇒ 10/14（日）地区大会 

10/19（金）振替休会 

⇒ 10/21（日）剣道錬成大会 

-委員会報告- 

・奉仕報告      国際奉仕委員会 

・会員増強委員会 

「ロータリーの夕べのご案内」 

ゲスト参加者が現在11名となっております。

引き続き9/6まで受け付けております。 

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4日 ３6（３4） 28 8 82.35  .  

クリスタルホテル5F「ボンヌ・シャンス」

Bonne Chance

藤沢東ロータリークラブ 週報
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・IT・広報・会報委員会 

「週報の配布について」 

現在、ホームページに掲載している週報ですが、

今後は紙での配布も行います。受付に準備しま

すので、お持ちください。 

・「ロータリーの友」平成30年 9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- 

会員誕生日  

 齋藤卓章会員 

配偶者誕生日 

 片岡希志子様（片岡啓次会員奥様） 

-卓話- 

『ガバナー公式訪問』  
脇 洋一郎様（第2780地区ガバナー） 

-次回例会案内- 

9/11（火）ロータリーの夕べ 

夜間例会 18:00点鐘 

点鐘 

閉会 

-委員会報告- 

横のページです。バリー・ラシン RI 会長のメッ

セージです。        

 ロータリーの皆さん、ロータリーが、一日でお

こなったすべての活動を一枚の写真で表す事が

できたらどうなるでしょう。一つの団体が、これ

ほど多くの事を一日で達成できるとはロータリ

アンを除いては誰も信じないでしょう。 

奉仕活動を行う地域の一人であるロータリアン

は地域のニーズを理解し、地元とつながりがあり、

直ぐ行動ができます。 

此の点でロータリアンは大きく前進しました。

エジプト・インドネシア・ケニアでの会員数は女

性が 50％に近づいています。地域社会を更に良

く反映するための助っ人となるのがローターア

クトです、ロータリーと同じグローバルな組織で

あり、25万人の会員を擁し価値感を共有してお

ります。ローターアクトの会員でありながら、ロ

ータリークラブを立ち上げる会員もあります。 

今、世界はロータリーを必要としています。そ

してロータリーは、もっと良いことをするため

に、強いクラブと熱心な会員を誘っております…

関心ある人を誘うのは、会員我々の責務なので

す。 

奉仕活動のスナップ写真に写し出されたロー

タリーのストーリーを世界に発信しましょう。社

会に貢献する方法を探しているリーダーに声を

掛けてください。そういう事で地域社会のインス

ピレーションになり、ロータリーが世界で良いこ

とをし続けるあと押しが出来るのです。 

7ページから「いっしょに笑顏」特集です。 

2012 年の厚生労働省による「国民生活基礎調

査」で相対的貧困率が 16.3%と過去最悪となっ

たのです。ロータリーとしてはその貧困対策をど

うしているかの活動事例です。 

東京八王子南RC神山治之会員、「食料届け、

貧困の連鎖を断ち切る」 

日本では、食品は日付が義務付けられています。

そんな事で、売れ残り品、や計算違いで沢山の廃

棄食品が出る。まだ食べられるのです。此の問題

を解決しようと立ち上げたのがNPO法人フード

バンク多摩です。主体は前述の八王子南 RC で

す。活動範囲は多摩地区全域で各市役所各福祉施

設にお届けして再利用活動をしています。一般家

庭の協力・食品メーカーからの寄贈もあります。

 ロータリーの友 平成 30年 8月号抜粋 

     加藤 信忠 雑誌・R情報委員長 



対象は賞味期限が一ヶ月以上あるものです。 

肉・魚・米・缶詰です。 

課題は、ボランティアですので人手が足りない、

それでも近頃は学生たちのシンポジウムなどを

きっかけに運営しています。設立から2年たちま

した。ただロータリーの活動は単年制ですが、此

のような事業は一生ものですから問題がありま

す。 

続いて似たような形で。コザ RC の「学習支

援」・池田RC「池田子ども食堂さくら」などが

子供支援のページです。 

15 ページです。「積んどく」 「読んどく」

ロータリーの友月間です。ロータリーの友を作る

楽屋裏です。 

16ページからロータリーの友の利用方法 

18ページ・・・各国の雑誌「ロータリーの友」

の表紙の紹介です。ロータリーの友の仲間。」 

発行数世界一のロータリーの友の実態を研究、そ

して利用してください。 

26 ページです。「心は共に」「東日本大震災

の支援」 

始めに、「ロータリー希望の風奨学」息の長い

プログラムをどうするか。委員長地葉新司会員の

報告です。概要説明が24ページまであります。

25ページです当クラブは会員が 20人に満た

ない小さなクラブですから小さな事しかできな

い。小さいチャリティコンサートだか続けており

ます。17・18年度は4月25日にできました。

テノールの高田さんソプラノは金詠玉さんピア

ノ金井信さん高田さんはロータリーの奨学生で

イタリアで学ばれました。最後は「花は咲く」の

大合唱でした。収益金と寄付金は希望の風奨学金

に寄付しました。 

岡山東RCの内山会員の便りでは、平成30年

7月西日本豪雨には、逆に気仙沼RCから支援を

いただきました。この絆は大事にしていきたいと

思います。 

28 ページ 映画「ブレス」・幸せの呼吸」が

9月7日から劇場で公開されます・・ポリオに感

染した全身麻酔のイギリス人家庭の苦闘の物語

です。次のページに鑑賞したロータリアンの声を

聞きますと・涙、だけでなく。ポリオ撲滅が如何

に歴史的快挙かわかります。 

30 ページからポリオ撲滅の話題です。2780

地区パストガバナー小沢会員が、インターナショ

ナル・ポリオプラス委員会委員になっておりま

す。 

38 ペーシから海外のロータリアンにも目を向

けてください。ドミニカ・トルコ・南アフリカ・

ドイツ・ネパールのロータリークラブの紹介で

す。 

この内ネパールインフルエンザ流行の兆しを

掴んだパクマディカトマンズロータリークラブ

は、谷にあるバス停に感染のリスクを減らすパン

フレット 1 万部を印刷して啓発キャンペーンを

実施しました。因みに別枠ですがネパールの平均

壽命は、1960年で35歳でしたが2016年70

歳に伸びましたとしてあります。 

40 ページです。トロント国際大会は「女性が

与えるインスピレーション」の話題です。 

日本は、アメリカ・カナダに次ぐ 3 番目 2095

人が登録しました。講演して頂いたのも、ブッシ

ュ元大統領婦人で、女性の社会進出について、女

性がイニシアティブを取るようになれば世界は

明るい。

縦のページです。始めに2017年 2月 26 日

国際ロータリーの2520地区第二分区のIMの基

調講演です。講師は、ＮPO法人インクル岩手理

事長 山屋理恵氏 

主題 包括的子ども食堂「子どもも大人も地域も

そだつ」 

こどもの貧困は世帯の貧困、そして世帯の貧困は

地域の貧困です。東日本大震災があった 2011

年に小学校 1 年生になった子どもたちが大学を

卒業する 2030 年頃の彼らの 65％は今存在し

ていない職業につくのかもしれないです。2045

年には人口知能が人間の知性を超え。今ある半数

以上が自動化する可能性が高いのです。此の様に

未来が予測されようとしている実態を踏まえ私

たち包摂の理念のもと包括的支援機能を大切に

するのがわたしたち NPO 法人インクル岩手で

す。子ども食堂活動についてお話します。食堂で

すから食べる事が真ん中にあります。食を入り口

にすると世代間交流もできます。子ども食堂と聞

いたとき皆様はどういうようにおもわれました

か、子どもが一人でも安心して来れるところで

す。ゲームだけの子もいます一人ぼっちのじいち

ゃんもいます。お手伝いのロータリアンも弁護士

さんも食べます。アルバイトの学生さんも来ま

す。あそこへ行けば、話を聞いてくれる人がいる。

宮沢賢治がいる。そんなインクルいわての子ども

食堂です。 

９ページですクラブを訪ねて今月は岩手県の

能代ロータリークラブです。 

４２畳の広間  天井に張られた長さ 5間の節な

しの大判の天井には仰天する。 

今日の会場はその 料亭 金勇です。有形文化財

だそうです。柳町は江戸時代北前船で賑やかだっ

た花街だそうです。時代の趨勢で10年前に休業

しているが、今日の集合写真のバックになりまし

た。 総勢会員 57 人だそうです。さりげなく、

火野葦平さんの色紙がかかっていました。 



-スマイル-       石井スマイル委員長 

【脇洋一郎 ガバナー】 

本日の公式訪問よろしくお願いします。 

皆様とお会いすることを楽しみにしてまいりま

した。 

【山口俊明 ガバナー補佐】 

今日はガバナー公式訪問です。 

よろしくお願い致します。 

【村上進 会長】 

本日は脇ガバナーよろしくお願い致します。 

【梶浦暁 幹事】 

脇ガバナー本日は公式訪問ありがとうございま

す。ご指導よろしくお願い致します。 

【加藤信忠 会員】 

脇ガバナーいらっしゃい。本日はご苦労様。 

宜しくご指導下さい。 

【石井博 会員】 

ガバナー脇洋一郎さん。本日ガバナー公式訪問あ

りがとうございます。ご指導よろしくお願いいた

します。 

【横田佳代子 会員】 

第 2780 地区ガバナー脇洋一郎様、ようこそお

いで下さいました。たのしみにしておりました。

これから御指導をお待ち申しております。 

【石田能治 会員】 

脇ガバナー、本日の公式訪問ありがとうございま

す。よろしく御指導下さい。 

【鈴木利雄 会員】 

ようこそ藤沢東ロータリークラブへいらっしゃ

いました。ご指導の程よろしくお願い致します。

【田中繁 会員】 

脇ガバナー本日の公式訪問ありがとうございま

す。御指導よろしくお願いします。 

【吉田新一 会員】 

第 2780 地区ガバナー脇洋一郎様、本日は足元

悪いなか、ようこそいらっしゃいました。 

本日は御指導よろしくお願い致します。 

【村木薫 会員】 

お誕生日お祝いありがとうございました。 

【大坪加寿子 会員】 

脇ガバナー、本日はようこそ藤沢東ＲＣへおこし

下さいました。御指導宜しくお願いします。 

【高橋正宏 会員】 

脇ガバナー訪問本日はありがとうございます。 

よろしくお願いします。 

【竹之内健次 会員】 

先日は、誕生日祝いありがとうございました。 

44歳になりました。 

脇ガバナー本日はご指導よろしくお願い致しま

す。 

たくさんのスマイルありがとうございます！

-会員誕生日-   

村木薫会員 

齋藤卓章会員 

お誕生日おめでとうございます。 



-卓話- 

『ガバナー公式訪問』  
脇 洋一郎様（ＲＩ第2780地区2018-19年度ガバナー） 

今年度の地区方針 

１）奉仕の実践 

ロータリーの目的は奉仕の実践です。 

クラブ独自に、またはＲ財団の地区補助金、グローバル補助金を活用して地域社会、国

際社会、青少年のために奉仕活動を実践する。 

ロータリー米山記念奨学会と奨学生を積極的に支援する。 

２）ＲＩ戦略計画の推進 

・クラブのサポートと強化 ・人道的奉仕の重点化と増加 ・公共イメージと認知度の

向上 

３）会員増強・会員維持 

クラブ会員数 29名以下のクラブ    純増 1名 

30名以上49名以下のクラブ    純増 2名 

50名以上のクラブ         純増 3名 

新会員の入会はクラブの活性化の要です。例会の開催日、開催時間、会費等、柔軟性と

刷新性を活用して若い人、女性が入会しやすい環境を作り、会員を増強する。 



４）寄付のお願い 

Ｒ財団 奉仕活動への資金源 

目標 年次寄付     200ドル以上/1名 

  恒久基金    1,000ドル以上/1クラブ 

  ポリオ撲滅     40 ドル以上/1名 

米山奨学会 日本で学ぶ海外からの留学生の支援 

目標 20,000円以上（普通寄付を含む）/1名 

5）ロータリークラブを対象とするロータリー賞へのチャレンジ 

ＲＩ戦略計画の３つの優先事項を推進するために、各分野の3項目を達成する。 

6）マイロータリーの登録率向上 

My ROTARYにログインすると会員専用のコンテンツと自分のプロフィールを閲覧

できます。このサイトにはロータリーに関する役に立つ情報が満載です。今年度はマイ

ロータリー推進委員会を設けて、マイロータリーへの登録・普及を図ります。 


