
第2047回例会 2019年 1月 15日（火）(天候) 曇り №23 

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

出村忠廣様

（横浜東RC） 

寺田圭次様

（2780地区職業奉仕委員会） 

（ふじさわ湘南RC） 

須藤公司様

（2780地区職業奉仕委員会） 

（小田原城北RC） 

会食・懇談  

-会長報告-  

・新年初の、クリスタルホテルでの例会です。多

数の方の出席ありがとうございます。 

先日、齋藤会員のお店で行った新年会につきま

しても32名の参加となりました。皆さん多数

のご出席を頂きましてありがとうございます。

また、本日例会後にこの会場で理事会がありま

す。理事役員の方はお願いします。 

・地区より職業奉仕委員会、寺田様、須藤様がい

らっしゃっています。卓話楽しみにしておりま

す。よろしくお願いいたします。 

・横浜東ＲＣ出村様、ようこそいらっしゃいまし

た。ありがとうございます。 

-幹事報告-   

・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。 

・ゆめちゃん食堂の経過報告が届いております。

回覧いたします。 

・第 3グループのカラオケ大会ですが、現在14

名の方の参加となっています。1/20締切なの

で、本日も回覧いたします。 

・ハイライトよねやまが届いております。 

例会の変更のお知らせ 

藤沢北ＲＣ 

1/25（金）移動例会 親睦旅行 

藤沢南ＲＣ 

1/28（月）夜間移動親睦例会 

於）Accent（アクセント） 

2/11（月）祝日休会 建国記念日 

大和ＲＣ 

2/12（火）休会2/10(日)IM に振替のため 

2/26（火）休会2/23(土)家族会に振替のため 

3/19（火）取りやめ例会（祝日週） 

綾瀬ＲＣ 

2/12（火）休会（クラブ定款により） 

-委員会報告- 

・子供食堂「ゆめちゃん食堂」の経過報告 

社会奉仕委員会 大坪委員長 

・「ロータリーの友」平成31年 1月号要約 

雑誌・R情報 加藤委員長 

・出席報告         出席委員会 

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

1月15日 ３8（３4） 26 12 76.47  .  

クリスタルホテル4F「パルティール」

Partir

藤沢東ロータリークラブ 週報
Rotary Club of Fujisawa East  Weekly Report 
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2018-2019



-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  

1/1 洞口芳彦会員 

1/2 田中正昭会員 

1/3 徳山秀秋会員 

1/10 田中繁会員 

1/14 入澤初子会員 

・スマイル報告    スマイル委員会 

-卓話- 

『職業奉仕について』  

寺田 圭次様 

（第 2780地区職業奉仕委員会） 

須藤 公司様 

（第 2780地区職業奉仕委員会） 

-次回例会案内- 

12/11（火）通常例会 

点鐘 

閉会 

-委員会報告- 

・子供食堂「ゆめちゃん食堂」に関する報告 

社会奉仕委員会 大坪委員長 

村上年度に寄付させていただきました子供食堂

「ゆめちゃん食堂」の11月 12月の内容報告と

クラブの寄付に対するお礼のお手紙、購入品目の

レシートが送られて参りました。 

皆様ご一読いただきまして、奉仕活動についてか

みしめて頂けたらと思います。 

横のページです。バリー・ラシン RI 会長メッ

セージです。 

ロータリアンのみなさん、職業奉仕は、定義す

るのは難しいかもしれませんが、説明するのは簡

単です。端的に言えば、ロータリーと職業が重な

り合うこと、つまり仕事を通じてロータリーの理

念を実施するのが職業奉仕なのです。 

私は、海外で長く医療関係の仕事をしてきまし

た。後に母国バハマに戻ったとき、バハマにも近

代的医療設備が必要と思いました。幸いにしてア

メリカで培った医療技術が、バハマで経験が生き

て、バハマのロータリークラブの職業奉仕へとつ

ながりました。バハマの医療改善に自分のキャリ

アを捧げる事ができました。バハマにもロータリ

ークラブの変化が起きたのです。 

ポール・ハリスは曾てこう述べました「ロータ

リアンのひとりひとりがロータリーの理想主義

とじぶんたちの職業の理想の輪を結ぶ役割をし

ています。それは、真実でありますが、殆どの人

が週の大半を仕事に費やしています。ロータリー

を通じて、こういった時間も奉仕の機会となりま

す。それは、つまり、同僚、従業員、そして私達

が奉仕する地域にとってインスピレーションに

なる機会になるのです。 

以上が会長のメッセージです。今月号は全体に

職業奉仕の事がテーマになっております。 

ロータリーの友 平成 31年 1月号抜粋 

     加藤 信忠 雑誌・R情報委員長



8ページです。今に生きる職業奉仕 

福岡西ロータリーの広岡富雄会員 

職業奉仕。職業奉仕というと言葉が重いから、ヴ

ォケーショナル・サービスと言うように提案して

採択されました。福岡西RC 広岡富雄会員の原

典は 1915 年のサンフランシスコの国際大会に

あります。以下9ページまでの長い卓話です。 

10 ページ・大村北 RC「ロータリークラブの

本質は職業奉仕」の真意とは 

12ページ・岐阜ロータリーの服部芳樹会員「日

本のロータリーが継承する伝統を堅持する意見、

「それは、例会に出席する」ことにある」. 

14 ページに明石西ロータリークラブ 53年間

出席の多胡会員は熾烈に「日本のロータリーはガ

ラパゴス化して来た」と、古い会員からのお叱り。

「金看板としての職業奉仕」は会津若松中央RC

の福西会員です。大村北ロータリーの佐古会員が

「ロータリーの本質は職業奉仕」そのもの。以上

職業奉仕についてのご意見の抜粋をしてみまし

た。 

20 ページから動物園の話題・小諸ロータリー

クラブ各務原のロータリーの、名古屋東山動物園

などロータリーとのお正月です。気楽に読んでく

ださい。 

22 ページ第 47回ロータリー研究会リポート

が昨年11月 20から 21日にありました 

26 ページは外国のロータリーの活動報告

セルビアモンテネグロ RC・マラウイ RC・オー

ストラリア・パラグアイ・グアテマラのロータリ

ークラブが紹介されております。 

縦のページ1昨年の11月19日函館の国際ロ

ータリーの地区大会基調講演からです。 

表題は「日本で一番大切にしたい会社」講師は

人を大切にする経営学会会長 阪本 光司氏 

企業は誰のもの・・私はみんなのものと思います。

13ページ友愛の広場のなかで相模原南RCの

中村会員より、相模原東 RC で紅白歌手の菅原

都々子会員が91歳になられたとの紹介がありま

した。歌碑もできたそうです 

以上 1月号の抜粋をしてみました 

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 

-会員誕生日-   

田中正昭会員 

片倉昌幸会員 

お誕生日おめでとうございます。 

2018-2019 村上年度活動方針 

『感動や喜びを共有できる仲間を 

増やし奉仕をしよう』 

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。



-スマイル-       石井スマイル委員長 

【横浜東 RC 出村忠廣様】 

本日はお世話になります。 

【ふじさわ湘南RC 寺田圭次様】 

（第 2780地区職業奉仕委員） 

本日は卓話をさせて頂きます。 

まだまだ勉強不足ですが 

皆様宜しくお願い致します。 

【小田原城北RC 須藤公司様】 

（第 2780地区職業奉仕委員） 

地区職業奉仕委員会の出向で、 

本日は、寺田委員の卓話を勉強に来ました。 

よろしくお願い致します。 

【石井博 会員】 

ふじさわ湘南RC寺田圭次様 

今日の卓話よろしくお願いいたします。 

【石田能治 会員】 

寺田さん、須藤さん 本日はようこそ 

卓話、よろしくお願い致します。 

【鈴木利雄 会員】 

お誕生日をお迎えの皆様 

おめでとうございます。 

【田中正昭 会員】 

誕生日祝い ありがとうございました。 

【片倉昌幸 会員】 

お誕生日祝い、ありがとうございます。 

すっかり頭から抜けていました。 

皆様に感謝です。 

たくさんのスマイル、ありがとうございます。 

-卓話- 

『職業奉仕について』  

寺田 圭次様 

（第 2780地区職業奉仕委員会） 

須藤 公司様 

（第 2780地区職業奉仕委員会） 


