
 

第 2040 回例会 2018 年 11 月 13 日（火）(天候) 雨 №16 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点鐘 

開会 

ロータリーソング：「我等の生業」 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介 

中村宣夫様 （名誉会員） 

上堀美智子様（日本生命保険(相)） 

会食・懇談  

-会長報告-  

・中村先生、今日はインフルエンザの注射をよろ

しくお願いします。 

上堀さん新しく入会頂けるとのことでありが

とうございます。よろしくお願いします。 

・先週、富山から岐阜へ出張で行ってまいりまし

た。富山の街は町づくりが素晴らしく大変勉強

になりました。市内を周遊する「セントラム」

という路面電車が走っていて、また富山から日

本海側の港に行く「ライトレール」というもの

があり、その中心部に集める「コンパクトシテ

ィ政策」をとっていて藤沢市とほぼ同じ 40 万

人ほどの人口で面積は 18 倍ほど。人口密度は

20 分の 1 くらい。過疎化が進んでいて、市民・

行政・市長が危機感を持って街づくりに取り組

んでいる。市内中心に人を集めて少ないインフ

ラの整備費用、限られた税金の中で街をつくっ

ていくモデルケースで非常によくできていま

した。また市街から離れた地域から市街中心付

近に引っ越す場合や、新しく家を買った場合に

補助金が支給される面白い政策もあります。そ

の進め方も市長を中心に商工会議所など各団

体が同じ方向を向いていて素晴らしいと感じ

ました。皆さんも富山に行った際には街づくり

という意味でも見ていただけたらと思います。 

・本日は、齋藤会員のイニシエーションスピーチ。

楽しみにしています。よろしくお願いします。 

 
 

-幹事報告- 

・本日例会のあとに、名誉会員中村先生にインフ

ルエンザの予防接種をしていただきます。 

次回例会でも予定しています。 

・理事会報告 

塩釜東 RC との友好クラブ継続式の見通し。 

6 月に藤沢で開催で検討中。 

塩釜東RCとの新規共同事業に5万円が可決さ

れました。12/5 野々島で行われます。詳細は

委員会より報告します。 

新会員、藤谷会員の委員会配置が社会奉仕委員

会に決定しました、よろしくお願い致します。 

親睦旅行の決算書が可決されました。 

クリスマス会の予算、マジックとシャイニング

ボーイズの内容が可決されました。 

フィリピンの近況報告。後日林会員より報告。 

 

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 

11 月 13 日 ３7（３3） 27 10 81.82  .  

10 月 30 日 ３7（３4） 28 9 82.35 1 85.29 
 

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」         

Bonne Chance 
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・国際ロータリー第 2780 地区ローターアクト 

年次大会のご案内 

日時：2018/12/2（日） 

11：30-12：00 登録受付 

12：00-13：20 式典 

13：30-16：30 メインプログラム 

         「STREET RUGBY」 

17：30-     懇親会（19：00 終了予定） 

開催場所：式典及びメインプログラム会場 

学校法人三浦学苑 三浦学苑高等学校 

 懇親会 金谷山 大明寺 

登録料：ロータリアン 6,000 円 

ローターアクト 4,000 円 ビジター1,000 円 

登録・振込締切：2018/11/17（土） 

・青少年交換学生選考結果について 

当クラブで面談し申請を上げた学生は補欠候

補者となりました。 

・財団室 NEWS が届いております。回覧します。 

・白旗遊行福祉まつりの案内が届いております。

荒天で延期となっていましたが、11/25（日）

に行われます。ぜひ足を運んでいただければと

思います。 
 

-委員会報告- 

・2780 地区社会・国際奉仕セミナーの報告 

国際奉仕委員会 

・塩釜東 RC との石鹸プロジェクトについて 

社会奉仕委員会 

・ピースウォーク委員会よりお知らせ 

社会奉仕委員会 

・インフルエンザ予防接種について 

中村宣夫名誉会員 

・ガバナー月信について 

小柴会員 

・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- 

配偶者誕生日 

11/16  横田昭一郎様 

（横田佳代子会員ご主人様） 
 

-卓話- 

『イニシエーションスピーチ』  

齋藤 卓章会員 
 

-次回例会案内- 

11/20（火）通常例会 

 

点鐘 

閉会 

-委員会報告- 

・2780 地区社会・国際奉仕セミナーの報告 

国際奉仕委員会 

11/10 のセミナーに当クラブより 7 名で参加し

てきました。他のクラブがどういった奉仕活動を

しているか、今後どういった活動をしていきたい

かをグループ討議で行なった。積極的に奉仕活動

に努めているクラブが多く、刺激を受け勉強にな

りました。 
 

・塩釜東 RC との石鹸プロジェクトについて 

社会奉仕委員会 

 
合成洗剤をやめて普通の石鹸を使うという、小中

学生に対する啓もう活動です。震災後の水産資源

の減少を受け環境を守ろうという塩釜東さんの

事業に共同で参加します。12/5 に第 1 回の野々

島の小中学校にて石鹸の製造活動があります。詳

しい案内は後日改めて報告します。 
 

・ピースウォーク委員会よりお知らせ 

社会奉仕委員会 

11/11（日）にピースウォークの下見ウォーク

に行ってまいりました。 

2019/3/31（日）10ｋｍと８ｋｍのコースが

あります。今のうちから予定していただき、一人

でも多くの方が参加していただけますようにお

願い致します。辻堂の神台公園をスタートし、引

地川を北上、引地川親水公園、大庭城跡公園をま

わり辻堂に戻るコースです。とても良いコースで

す。ぜひ一人でも多くの方が参加していただきま

すようご協力お願い致します。 
 

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 

   



 

 
・ガバナー月信について     小柴会員 

（平和フェロー・奨学金・VTT 委員会委員長） 

 
今月は財団月間です。4 ページより財団の活動に

ついての記事があります。私は財団奨学生のこと

を担当していますが、先週、来年 9 月から留学す

る方の選考がありました。グローバル補助金を使

う方が 2 人、地区補助金を使う方が 1 人。3 人

の方が来年留学しますが、すべて皆さんの寄付に

よって留学しています。年次基金が足りない状況

にあり、今年だけに限らず協力をお願いします。

フィリピンでの活動や木陰ベンチで使った補助

金は、当クラブの年次基金への寄付以上のものに

なっており、奉仕活動に準じて寄付をしていきた

い。強制できるものではありませんが、是非ご協

力お願いします。 
 

   
 

-スマイル-        石井スマイル委員長 

【石井博 会員】 

齋藤卓章さん 

本日のイニシエーションスピーチよろしくお願

いします。 

【鈴木利雄 会員】 

齋藤さん 

本日の卓話よろしくお願い致します。 

【土屋善敬 会員】 

齋藤さん 

楽しみに聞かせて頂きます。 

【小柴智彦 会員】 

中村様、上堀様ようこそ 

齋藤様 

イニシエーションスピーチ楽しみにしています。 

【村木薫 会員】 

齋藤さん 

本日は楽しみにしております。 

   

【大坪加寿子 会員】 

齋藤さん 

イニシエーションスピーチ楽しみにしておりま

す。今後とも宜しくお願いします。 

【高橋正宏 会員】 

齋藤会員 

イニシエーションスピーチ楽しみにしておりま

す。宜しくお願いします。 

【細田研 会員】 

齋藤さん 

イニシエーションスピーチ大変楽しみにしてい

ます。「ワクワク」 

たくさんのスマイルありがとうございます。 

   
-卓話- 

『イニシエーションスピーチ』  

齋藤 卓章会員 
 

 
 

今までの経歴だけでなく、 

家系や名字の成り立ちから藤沢の歴史まで、 

とても興味深いお話をありがとうございました。 
 

 

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。 


