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第 2038 回例会

2018 年 10 月 30 日（火）(天候) 晴れ

№14

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」 ・インフルエンザ予防接種のご案内
点鐘
Bonne Chance
開会
11/13 および 11/20 の例会で実施します。
ロータリーソング：「手に手つないで」
回覧しますので希望日の記入をお願いします。
ゲスト・スピーカー・ビジター紹介
・地区よりの案内
ゲスト
地区補助金セミナー
藤谷兼一様（(株)不動コンストラクト代表取締役）
11/３（土）相澤ビル
山口睦美様（心理カウンセラー）
社会奉仕、国際奉仕セミナー
会食・懇談
11/10（土）辻堂 アイクロス湘南
-会長報告クラブ研修リーダーセミナー
・地区大会報告。
11/13（火）辻堂 アイクロス湘南
先日の地区大会。20 名ちかい多数の方の出席
・米山学友会主催「国際交流会」の開催のご案内
ありがとうございます。
日時：11/18（日）13：00-16：30
・塩釜東ロータリークラブの報告。
場所：二宮生涯学習センター
岩手県平泉、南三陸方面へ親睦旅行に行ってき
会費：お１人 3,000 円
ました。塩釜東の例会にメイキャップし、友好
締切：11/5（月）
クラブについて打ち合わせをしました。5 年の
・地区、会員増強事例セミナー開催のご案内
期限を迎えるが、継続することが決まりまし
日時：12/4（火）15：00-16：55
た。今後の活動については理事会で検討しま
場所：アイクロス湘南
す。
締切：11/22（木）
・青少年交換留学申請者の面接報告。
・ハイライトよねやまが届いています。
昨日、幹事と一緒に青少年交換留学生の面接を
のちほど回覧します。
行いました。
・201８年 11 月のロータリーレートは、1 ドル
・平成 30 年度薬物乱用防止講演会について
＝112 円です。（参考：10 月レート=112 円）
藤沢市保健所より案内が来ています。
・チャリティ寄席開催のご案内
日時：2018 年 11 月 20 日(火)
日時：11/18（日）12：30 開場/13：00 開演
18：00-19：30
会場：第一相澤ビル 3 階
会場：藤沢市保健所 ３階 大会議室
木戸銭：1,000 円
詳細はメーリングリストで連絡いたします。
主催：かながわ 2780 ロータリーE クラブ
-幹事報告・例会の変更のお知らせ
・湘南学園地域清掃のお知らせ
藤沢北ＲＣ
・北海道地震義援金のご報告
11/9（金）移動例会 植栽と例会)
当クラブは、２８名の御協力で 101,000 円
11/23（祝・金）祝日のため休会

出席報告
例会月日
総員（名）
10 月 30 日 ３6（３3）
10 月 9 日 ３6（３4）

出席（名）
27
27

欠席（名）
9
9

出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率
81.82
.
79.41
1
82.35

藤沢北西ＲＣ
11/22（木）祝日振替休会
11/29（木）夜間例会 18：00-19：00
於）湘南クリスタルホテル
藤沢南ＲＣ
11/19（月）夜間移動親睦例会 点鐘 18：30
於)湘南ゴルフリゾート内レストラン 2F「nalu」
12/10（月）クリスマス家族親睦夜間例会
点鐘 18：30 於）鎌倉プリンスホテル
12/24（月）休会 23 日天皇誕生日振替
12/31（月）休会 年末 定款により
綾瀬ＲＣ
11/20（火）休会 クラブ定款により
12/18（火）クリスマス家族親睦移動例会
18：00- 横浜うかい亭 クリスタルルーム
12/25（火）休会 クラブ定款により
-地区大会報告細田会員
新世代交流会に参加しました。約 15 名ずつ 10
テーブルでテーブルディスカッションが行われ
ました。テーマは防災について、喧々諤々議論が
行われました。発表の際には、日本語だけではな
く英語による発表もあり、世代の違いを感じ、私
自身も非常に勉強になりました。
-新会員紹介藤谷兼一（ふじたに けんいち）様
-委員会報告・親睦旅行のご報告
親睦委員会
・ゆめちゃん食堂の支援報告 社会奉仕委員会
・先日のメイキャップのお礼 田中常任理事
・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
10/25
加藤信忠会員
10/30
村上進会長
配偶者誕生日
10/31
土屋幸子様（土屋善敬会員奥様）
-卓話『幸せのおてつだい』
山口 睦美様（1 級心理カウンセラー）
-次回例会案内11/6（火）通常例会

-新会員紹介藤谷 兼一（ふじたに けんいち）様
（(株)不動コンストラクト代表取締役）

藤沢東ロータリークラブへようこそ
これからどうぞよろしくお願いします。

-委員会報告・親睦旅行のご報告

親睦委員会

点鐘
閉会

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。

10/23,24 の 2 日間で塩釜東 RC に伺う親睦旅
行に 12 名の参加者で行ってまいりました。
楽しくお旅行ができ感謝しております。

・ゆめちゃん食堂の支援報告

社会奉仕委員会

市内で活動している子供食堂「ゆめちゃん食堂」
への支援が理事会で承認されました。2017/4
よりシニアボランティアを中心に活動している
グループ。精米機、ホットカーペット、オーブン
トースターの購入費用を寄付します。藤が岡にあ
る天嶽院というお寺で毎月第 4 土曜日に活動さ
れています。会員の皆様もぜひ見学していただけ
ればと思います。よろしくお願いします。

・先日のメイキャップのお礼

-会員誕生日加藤 信忠会員

村上

進会長

田中常任理事

誕生日おめでとうございます。

9 日の台湾からのメイキャップの際には、みなさ
んに大変お世話になりました。先方もたいへん喜
んでおられました。有難うございました。御礼申
し上げます。

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

-スマイル-

石井スマイル委員長

【村上進 会長】
山口様卓話よろしくお願い致します。
藤谷さん入会おめでとうございます。
誕生祝いありがとうございます。
【石井博 会員】
山口睦美さん
本日の卓話をよろしくお願いいたします。
【鈴木利雄 会員】
山口睦美様本日の卓話よろしくお願い致します。
【土屋善敬 会員】
家内の誕生祝いをありがとうございます。
少し、遊び過ぎです。
【田中繁 会員】
藤谷さん入会おめでとう
よろしくお願いします。
【田中正昭 会員】
女房の誕生日のフラワー
ありがとうございました。
【高橋正宏 会員】
メンタルトレーナー山口様
本日の卓話 よろしくお願いします。
【片倉昌幸 会員】
山口睦美様
本日の卓話、宜しくお願い致します。
とても楽しみにしています。
藤谷さん これから宜しくお願いします。
【和田江理佳 会員】
親睦旅行楽しくおわりました。
ご協力ありがとうございました。
たくさんのスマイルありがとうございます！

-卓話『幸せのおてつだい』
山口 睦美様（1 級心理カウンセラー）

・卓話前に独自のアンケート用紙に答えた結果
を元に、A 賞賛欲求のうさぎ、B 達成欲求の
おおかみ、C 受容欲求のひつじ、D 安全欲求
のかめタイプに分類。（ABCD 分析）
多くの会員が経営者としておおかみタイプで
した。「絶対に」が口癖だそうです。
興味深いお話ありがとうございました。

