
第2043回例会 2018年 12月 4日（火）(天候) 晴れ №19 

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

なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・明日、塩釜東の石鹸プロジェクトに当クラブよ

り大坪社会奉仕委員長を筆頭に5名で参加し

て参ります。後日改めて報告いたします。 

・来週、卓話前の時間に次年度の理事について年

次総会を行います。皆さんご出席お願いしま

す。 

・会長年度は皆出席を目指しています。先週欠席

してしまったので、藤沢南RCにメイクアップ

して参りました。例会の進め方などに違いがあ

り勉強になりました。藤沢南RCはオリジナル

のロータリーソングがあり、各クラブ趣向を凝

らし例会運営をされていると感じました。 

・本日は、クラブフォーラムです。奉仕プロジェ

クト委員会、土屋委員長よろしくお願い致しま

す。 

-幹事報告-  代理：吉田新一会長エレクト 

・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

ろしくお願い致します。 

・例会の変更のお知らせ 

茅ヶ崎湘南ＲＣ 

12/19（水）忘年家族例会 18：30点鐘 

於）茅ヶ崎迎賓館 

12/26（水）→12/21（金）振替 移動例会 

えにしだ基金 劇団四季講演 

於）茅ヶ崎市民文化会館 

2019/1/2（水）休会（クラブ定款により） 

-新会員入会式-

上堀 美智子（かみほり みちこ）様  

-委員会報告- 

・「ロータリーの友」平成30年 12月号要約 

雑誌・R情報 加藤委員長 

・出席報告         出席委員会 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  

12/2  土屋善敬会員 

配偶者誕生日 

12/6  飯森恵子様（飯森均会員奥様） 

12/7  須藤美矢子様（須藤修司会員奥様）

・スマイル報告    スマイル委員会 

-卓話- 

クラブフォーラム「奉仕プロジェクト委員会」

-次回例会案内- 

12/11（火）通常例会 

点鐘 

閉会 

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

12月4日 ３8（３3） 24 14 72.73  .  

11 月 20日 ３7（３4） 24 13 70.59 1 73.53 

クリスタルホテル4F「パルティール」

Partir
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-委員会報告- 

横のページです。国際ＲＩ会長バリー・ラシン

氏メッセージです。     

ロータリーの皆さん、ロータリーの友のような

地域雑誌では、ロータリー年度の最初の7月号に

会長とその家族を紹介するのが習わしです。私は

いつもこの紹介を楽しんで読んでいました。まさ

か、私を取材するライターが、自分のクラブの例

会に訪れて来る日が来るとは思いもしませんで

した。昔から人の注目を浴びるのが苦手でしたの

です。 

それがロータリーの友の 7 月号の第一号の表紙

を見たとき、笑ってしまいました。主役は私でな

く、妻のエステルでもなかったのです。それはフ

ラミンゴの行列でした。ロータリーのことなんて

お構いなしです。同じ方向に向かって往くフラミ

ンゴの群れでした。それもフラミンゴの一羽を除

いてです。その一羽のフラミンゴこそロータリ－

です。私達が行うことを見事にあらわしていま

す。それは、向こうの方に、良い道があるかもし

れないと思っているのです。このフラミンゴはひ

よっとして、みんなと一緒より新しいその地を選

ぶ勇気を考えているかも知れません。しかし変化

を起こすことは大変難しいものです。一緒に向か

ってた期間が長いほど、仲間が多ければ多いほ

ど、一羽だけ別の方向を目指すのは難しいもので

す、だから慎重に、そして勇気が必要です。一羽

のフラミンゴは慎重には考えているに違いない

と、この表紙のフラミンゴも考えていると思いま

す。 

特集 7から8ページです。特集 知的好奇心」

「子どもサイエンス実習です」好奇心に火を付け

ろ」 「なぜ」「どうして」の好奇心が目に溢れ

ている。これにロータリーのサイエンス実習運動

 ロータリーの友 平成 30年 12月号抜粋

     加藤 信忠 雑誌・R情報委員長 

に火が付きました。先ず、吉川ロータリーの鈴木

会員から「楽しく無ければ、理科じゃない」 

ノーベル賞を目指すのは、吉川サイエンスクラ

ブが2008年からで 100回を迎える。 

大津東ロータリークラブ岩崎会員から「国際的

な感性を育てたい」15年前にロボットの初の国

際大会の準備に取りかかりました。 

続いて１１ページから科学を通じた人間教育。

国際科学教育協会北原達正氏。 

清水 RCの山内会員から「ものづくりの楽しさ

を伝えたい」函館御陵郭ロータリークラブその他

それぞれ実態ご意見が掲載されております。 

１６ページから特集 命と心を繋ぐ活動 疾

病予防と治療月間です。 

佐賀 RCの香月 武会員から「微笑みを糧にチ

ュニジアで、モンゴルで -ロータリーが結ぶ人

と支援-」です。ロータリアンの香月先生が医療

で二つの国の世界を結ぶ話です。 

１８ページです。高知南ロータリーの戸田明会

員財団委員長の報告は、高知大学に、ブラジルの

南マットグロッソ連邦大学との高度医療の援助

の相談がきっかけで今年１月に消化器内科の研

究と実習です。下の方に高知南ロータリーの先生

達です。 

２６ページ日本のロータリーの１００周年記

念のピンバッジが決まりました。グランプリ作品

は、東京の北 RC の横山武志会員のデザインで

す。１０万個作る予定だそうです。 

28 ページ、世界中で活躍。「世界を変える行

動人」バミューダ島のハミルトンのRCでは高校

生を招待して IT クイズを実施し。ネットワーク・

セキュリティ・プログラミングを競わせた。ドイ

ツの11人の若い芸術家をして、ラシン会長のテ

ーマ「インスピレーションになろう」を表現した

作品を制作する。アメリカのケンタッキー州のカ

ディスRCは、オークションをしての売上で募金

活動。インドは臓器移植の提供者が不足して深刻

なので第 3262 地区ガバナーが率先して運動に

参加して6月には300人を超える女性会員が推

進して提供者が 5000 人の成果がありました。

そんな海外のロータリアンの話題です。 

縦のページは、国際ロータリーの 2500 地区

の IMでの基調講演は「新しい人生と 寿命を伸ば

す方法」 

9ページの、クラブを訪ねては、越谷ロータリ

ークラブです。越谷市民大会もロータリアンが参

加して力もちを発揮した力持ち大会の話題など

楽しいクラブです。 

あとは、蒲鉾のカニカマの卓話などたくさんお

話がありますからイッパイ読んでください 



・「奉仕の理想」   ソングリーダー徳山会員

・「4つのテスト」     S.A.A 林会員 

今日は、当初よりお話していました「英語での4

つのテスト」をやりたいと思います。 

１）IS IT THE TRUTH？ 

２）IS IT FAIR TO ALL CONCERNED？ 

３）WILL IT BUILD GOODWILL AND 

 BETTER FREENDSHIPS？ 

４）WILL IT BE BENEFICIAL TO 

ALL CONCERNED？ 

ありがとうございました。 

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 

-新会員紹介- 

上堀 美智子（かみほり みちこ）様  

（日本生命保険相互会社） 

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。 

-出席報告-         大野出席委員長 



-会員誕生日-   

土屋善敬会員 

お誕生日おめでとうございます。 

-スマイル-       石井スマイル委員長 

【石井博 会員】 

本日のクラブフォーラム 

奉仕プロジェクト委員会、よろしくお願いいたし

ます。 

【土屋善敬 会員】 

誕生祝いを有難うございます。 

【鈴木利雄 会員】 

クラブフォーラム 

よろしくお願い致します。 

-卓話- 

クラブフォーラム「奉仕プロジェクト委員会」

土屋善敬常任委員長

職業奉仕について 

・「内向きの職業奉仕」 

「奉仕の理念」（「4つのテスト」聖職者の心）

を自分の職場に持ち帰り、自分自身を律し、真

実・公平・世のため人のためを考えながら、誠実

に仕事をする。そして自分の職業を通じて世の中

に貢献する。 

・「外向きの職業奉仕」 

自己の職業上の手腕を、社会の問題やニーズに役

立てるために、クラブが開発したプロジェクトに

応える。 

・職業奉仕の勘違い？

「内向き」と「外向き」わかりやすい職業奉仕 

（地区の職業奉仕委員会から発行されている冊

子）の18ページを配布し解説。 

グループディスカッション 

下記の3項目について、4つのテーブルでグルー

プディスカッションを行いました。 

・ロータリークラブにとって望ましい奉仕活動と

は？ 

・奉仕活動への参加率を上げるためにはどうすれ

ばよいか? 

・「内向き」と「外向き」わかりやすい職業奉仕

の５ページ 

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。


