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第 2042 回例会

2018 年 11 月 27 日（火）(天候) 晴れ

№1８

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」 ・上堀さんの入会承認のお知らせ
点鐘
Bonne Chance
開会
上堀さんの入会が承認されましたのでご報告
ロータリーソング：「手に手つないで」
いたします。
ゲスト・スピーカー・ビジター紹介
・会員増強セミナーのご案内
外丸和之様
来週 12/4 例会の後に会員増強セミナーが開
（2780 地区マイロータリー推進委員会）
催されます。会長、幹事、片倉会員増強委員長、
（藤沢南 RC）
大坪会員の 4 名での参加を予定しています。
会食・懇談
・次回例会 12/4 クラブフォーラムのお願い
-会長報告（奉仕プロジェクト委員会）
・会長年度になって、先週はじめて欠席してしま
土屋奉仕委員長、大坪さん、石田さん、林さん
い申し訳ございませんでした。先週はシンガポ
よろしくお願い致します。
ールと広島に行っておりました。残り半年ちょ
・第 26 回白旗遊行福祉まつりのご報告
っと欠席しないよう頑張りたいと思います。
11/25（日）白旗神社にて開催されました。
今日は、例会後に次年度の指名委員会を開催し
天気も良く、藤沢本町の駅も近いため遊行寺で
ます。
の開催のときよりも大勢の人がいらっしゃっ
藤沢駅北口に設置する時計塔のプロジェクト
ており大変盛況でした。当日配布のパンフレッ
を進めておりますが、式典は来年 6 月に予定し
トに藤沢東 RC も掲載していただいたので、公
ております。
共イメージにもつながったと思います。以前エ
日本生命の上堀さんが再入会頂けるというこ
ンドポリオキャンペーンもさせていただきま
とで、詳細は幹事から報告があります。
したが、今後も検討できたらと感じました。
本日は、地区マイロータリー推進委員から外丸
当日は、吉田新一会員と田中繁会員にも来てい
委員に来ていただきましたので、マイロータリ
ただきました。ありがとうございます。
ーの使い方を勉強していただければと思いま
・例会の変更のお知らせ
す。
藤沢ＲＣ
-幹事報告12/19（水）夜間例会 クリスマス家族会
・上半期活動報告書のお願い
会場：湘南クリスタルホテル 18：00〜
来月のクリスマス例会前日（12／17）までに
12/26（水）休会（クラブ定款により）
提出をお願いします。
2019/1/2（水）休会（クラブ定款により）
・新会員の集い
2019/1/9（水） 夜間例会 新年会
前回も回覧しましたが、欠席された方もいるの
会場：湘南クリスタルホテル 18：00〜
で、今回も回覧いたします。入会 4 年未満の会
2019/1/30（水）移動例会
員が対象となっています。
・201８年 12 月のロータリーレートは、1 ドル
＝112 円です。（参考：11 月レート=112 円）

出席報告
例会月日
総員（名）
11 月 27 日 ３7（３5）
11 月 13 日 ３7（３3）

出席（名）
25
27

欠席（名）
12
10

出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率
71.43
.
81.82
2
87.88.

-委員会報告・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

12/5 塩釜東 RC の方と一緒に野々島の小中学校
に行ってまいります。当クラブよりご参加を希望
される方は、回覧等はまわしませんので個別にお
知らせください。現地集合、現地解散を予定して
います。9 時、塩釜東の船着き場に集合し、9 時
30 分の船に乗る予定です。詳細については明日
以降の連絡となるため、詳しい話ができずに申し
訳ありませんが、ご興味があり参加ご希望の方
は、お知らせいただきたくお願い申し上げます。

・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
11/27
梶浦彩子様 （梶浦暁会員奥様）
-卓話『マイロータリーの利用方法』
外丸 和之様
（第 2780 地区マイロータリー推進委員会）
-次回例会案内12/4（火）通常例会
点鐘
閉会

・第 47 回ロータリー研究会のご報告
山口ガバナー補佐

11/18〜11/21 に行われた「国際ロータリ
ー・ゾーン 1、2、3 第 47 回ロータリー研究会」
に参加してまいりました。神戸のポートピアホテ
ルで開催されました。バリー・ラシン RI 会長さ
ん、財団管理委員のマリオ・セザール・マルティ
ンス・デ・カマルゴさん、それから急遽、管理委
員長のロン D・バートンさんがいらっしゃいま
した。
研修会では、ＲＩの 5 か年財務見通しについて
バリー・ラシン会長からお話があり、2019−
2020 年度の会費の値上げとその後４ドルの人
頭分担金の増額のお願いをしたいとのことで、そ
の理由と申しますのは、4 年後にはＲＩの財務が
赤字になってしまう、インフラ整備に経費が掛か
る、充分なフォローを保つためには上げざるを得
ないとお話がありました。
それからポリオの現状報告がインターナショ
ナル・ポリオ・プラス委員会委員の小沢一彦さん
からありました。現在、アフガニスタン 19 名、
パキスタンが 8 名、合計２７名のポリオ患者がい
らっしゃるとのことです。
元ＲＩ会長経験者の方の「ポリオは、いつ終わ
るのか？」という質問に対して、「２、３年で終
わるかはわからないが辞めてはならない。なぜな
ら辞めた途端に２０万のポリオ患者が出る」と回
答していました。
また小沢さんは、ゲイツ財団が行っている、ロ
ータリーのポリオの寄付額に対して 2 倍の額の
寄付をするという約束についても、2020 年 6
月までの期限だったところ 2 年間の延長の承諾
をビル・ゲイツさん本人から得られたそうです。

2017-2018 年度の DDF、日本の 34 地区で
は 8,113,766 ドル繰り越しになっている。約 9
億円。活用していないということ。一番余ってい
るのは 2650 地区、555,605 ドル。6,200 万
円を使い切っていない。一番使っているのは、
2780 地区 21,854 ドル。240 万円ほど繰り越
しで残っている。この 9 億円の繰越金をＲＩで使
わせてほしいということで、管理委員長のロン
D・バートンさんが急遽いらっしゃったというこ
とだそうです。発展途上国に学校をつくったり平
和的な活動に使わしてほしいというお話が来て
おります。
熊 本 の 震 災 義 援金の使い方の一例として、
2720 地区の人吉ロータリークラブの「2720
人吉 RC 命のキッチンカー」が紹介されました。
ロータリアン、ロータリアンの家族で被災地に
出動し仮設住宅での炊き出しを行い、温かい食事
を提供する。月 1 回の活動で 3 年計画で行って
いるそうです。
「職業奉仕と日本人ロータリアンの心に」とい
うことでお話があり、アーサー・フレデリック・
シェルドンの標語「最もよく奉仕する者、最も多
く報いられる」やシェルドンの奉仕の理念につい
て語られました。

インターアクトクラブの年次大会に参加して
参りました。
当地区では、藤沢ＲＣが湘南学園を推奨してい
る。10 高校ぐらいあり、今回は平塚学園がホス
ト役で開催され、提唱ロータリークラブは平塚Ｒ
Ｃ、平塚南ＲＣです。
今回のテーマは、「十人十色、誰もが笑顔で暮ら
せる社会をめざして」ということで開催されまし
た。
鎌倉学園の活動報告で、かまくら散歩への参
加・あしなが募金の実施・観光地の看板磨き・由
比ガ浜の海岸清掃・高齢者宅の庭整備支援・とび
砂除去などたくさんの活動をしているそうです。

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

【藤沢南 RC 外丸和之様】
（第 2780 地区マイロータリー推進委員）
藤沢南 RC の外丸です。
本日は、マイロータリーについての卓話をさせて
いただきます。
宜しくお願いいたします。
【山口俊明 ガバナー補佐】
外丸マイロータリー推進委員会委員
ようこそおいで下さいました。
本日、御指導よろしくお願い致します。
【石井博 会員】
地区マイロータリー推進委員会 外丸和之様、
「マイロータリーの利用方法」の卓話よろしくお
願いいたします。
【横田佳代子 会員】
地区マイロータリー推進委員会 外丸和之様の
卓話をたのしみにしてます。
主人の誕生日に美しいお花をありがとうござい
ます。
【梶浦暁 会員】
妻への誕生祝いをありがとうございます。
外丸様 本日はマイロータリーのご指導よろし
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。

-卓話「マイロータリーの利用方法」
外丸 和之様
（第 2780 地区マイロータリー推進委員会）

ロータリークラブ・セントラルのメリット
クラブ会長、幹事、事務局職員の方にとっては、
「ロータリークラブ・セントラル」（寄付目標、
会員増強目標の設定）、会員情報（入退会更新）、
半期報告書、人頭分担金の請求書発行等、地区、
クラブ運営にとって不可欠なオンラインシステ
ムです。
「マイロータリー」とは、ご登録いただくことで
ロータリーの活動や地区・クラブ運営に必要な
情報やデータを随時入手できる便利なシステム
です。
☆RI・地区・クラブ運営に関するありとあらゆる
情報の宝庫
☆変化するロータリーの仕組みに対応する最新
情報
ロータリー活動を強力にサポートする機能が
用意されています。

(1)多くのデータを一つの場所で管理できる。
(2)紙の利用を減らし地球に優しい方法
(3)クラブの目標や進捗情報を確認できる。
(4)ロータリアンは誰でもクラブの目標を確認で
きる。
(5)前年度の目標や達成状況を確認できるので、
一貫したクラブの取り組みが可能。
(6)世界全体のロータリアン活動の影響を把握で
きる。

マイロータリーアカウントを登録すると
豊富な資料・情報収集やニュースレターの
無料購読が出来ます。
例：会員増強資料、手続要覧、国際大会等の動画、
ご自身の寄付履歴、ラーニングセンター
世界中のクラブの現況や、奉仕活動のヒントを
得ることができます。
例：公式名簿、ロータリークラブ・セントラル、
ロータリーショーケース、補助金センター
世界中のロータリアンと繋がってアイデアの
交換や交流を深めて頂くことが出来ます。
例：アイデア応援サイト、フォーラム、
メール機能

マイロータリーの機能、内容説明から実際の登
録方法や登録の際の注意事項まで詳細な説明
をありがとうございます。
登録率 100％を目指し皆さんのご協力をお願
い致します。

