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創立４３周年記念例会
クリスタルホテル 3F「フォンテーヌ」
点鐘
Fontaine
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

会食・懇談
-会長報告-

（代理）吉田新一会長エレクト

・本日は、創立 43 年の記念例会です。おめでと
うございます。村上会長がエンドポリオの活動
でインド訪問中のため、代理で会長報告を行い
ます。
・当クラブは、1976 年、昭和 51 年 2 月 10
日発足です。後ほど諸先輩方から、記念の卓話
を頂きます。
出席報告
例会月日
2月5日
1 月 22 日

総員（名）
３7（３3）
３7（３3）

出席（名）
26
28

・次年度 RI 会長のテーマについて
2019-20 年度の国際ロータリー会長マー
ク・ダニエル・マローニー氏のテーマは
「ROTARY CONNECTS THE WORLD」
日本語訳は「ロータリーは世界をつなぐ」です。
マローニー会長は「ロータリーの礎はつながりで
す。ポール・ハリスがロータリーを創設した最大
の目的は、見知らぬ街でほかの人たちとつながる
ことです。」と主張しています。
このテーマに対し、私としては、できれば次年度
「世界をつなぐ」という実践活動を行いたいと思
っています。その節は皆さんご協力をよろしくお
願い致します。
またマロニー会長エレクトは、「クラブこそが
ロータリーの中心である。」とし、「クラブのあ
り方を創造的かつ柔軟性をもって決める
ことです」と主張して、例会や会員増強のアプロ
ーチについても述べています。地域社会との深
く、広いつながりができるだけでなく、より多様
な会員に魅力を感じてもらい、参加を促すことが
大事ですと述べています。
私としては、藤沢東クラブの独自性を認識し、
特徴のある身の丈に合ったロータリー活動が出
来ればと考えています。ひとつは、「財務面の裏
付けに沿った運営を図り会員増強を目指す。」そ
のことが村上会長がいう『感動や喜びを共有でき
る仲間』を増やすことにつながるのではと思いま
す。
次年度を迎える 7 月まで、地区内外のクラブに
メイクアップをして勉強して参ります。詳しくは
次年度会長方針で再度説明させていただきます。
長くなりましたが以上です。本日は 43 周年おめ
でとうございます。
欠席（名）
11
9

出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率
78.79
.
84.85
1
87.88

-幹事報告・第 3 グループ合同カラオケ大会について
2/6（水）18：00 受付開始
18：30 開演
新堀楽器ライブ館にて開催されます。
・ロータリー手帳のご注文について
のちほど回覧します。購入希望の方はチェック
お願いします。
・ロータリークラブ入会候補者紹介のお願い
横浜戸塚西ＲＣの会長より、「ＲＣ入会候補者
の紹介のお願い」が届いております。お知り合
いが横浜戸塚西ＲＣのエリアの方がいらっし
ゃいましたら教えてください。
・例会変更のお知らせ
茅ヶ崎湘南 RC
2/13（水）⇒2/16(土) 14：00 点鐘
於）レンブラントホテル海老名
第 4 グループ 6RC 合同例会
例会後第 4 グループ IM 開催
2/27（水）休会（クラブ定款による）
-委員会報告・「ロータリーの友」平成 31 年 2 月号要約
雑誌・R 情報 加藤委員長
・クラブ戦略計画について
クラブ研修リーダー
河合会員
・出席報告
出席委員会
・転勤報告
片倉会員
-会員＆配偶者誕生日配偶者誕生日
2/3
水川里加子様（水川健太郎会員奥様）
・スマイル報告
スマイル委員会
-卓話-

『創立 43 周年記念例会』
先輩会員の想い出
須藤 修司会員
（チャーターメンバー S51 年 2 月入会）
鈴木 和夫会員 （S62 年 10 月入会）
田中 繁会員
（H5 年 11 月入会）
石井 博会員
（H7 年 6 月入会）
加藤 信忠会員 （H5 年 4 月入会）
-次回例会案内2/12（火）通常例会
点鐘
閉会

・４つのテスト

細田副ＳＡＡ

-委員会報告ロータリーの友 平成 31 年 2 月号抜粋
加藤 信忠 雑誌・R 情報委員長
横のページです。
RC 会長バリー・ラシン氏のメッセージは
ロータリアンの皆さん
私は、昨年、世界各地を旅する中で、地域に変
化を巻き起こしている活気に溢れたクラブなど
の地域をたくさん訪問しました。例会に出席し
て、活気に溢れた会員と知り合って、会員のエネ
ルギーを感じ取ることができました。地域を訪れ
行動人である事が見て取れました。一方で地域に
よっては社交クラブと、何ら変わらないロータリ
ークラブもありましたが。そうであってはならな
いのです。しかし幸いなことに、ロータリアンに
は、再活性化できる簡単なアプローチがあるので
す。影響力の大きい奉仕プログラムを最低一つは
やって見ることです。此れが私からのすべてのロ
ータリアンへの挑戦状です。どのクラブにもそう
することの潜在力・リソースは備わっています。
そのためにの多額の資金を必要としません。
私がこれまで参加したプロジェクトの中でも
っとも大きな変化をもたらしたものは、ハイチの
助産婦たちにジープを一台寄贈するというプロ
ジェクトでした。人里離れた地域の妊婦を訪問す
る移動手段にほしいということで、ロータリーの
ロゴを描いたピンク色のジ−プを提供しました。

その三年後彼女たちはどうしているかと拝見に
行きました。彼女たちは大喜びで母子の死亡率は
52%も下がったそうです。
勿論、強いクラブばかりではありません、変化
をもたらし、組織立っているクラブなら他の事は
自然について来ます。そしてロータリーが説明責
任をはたしていれば人は積極的に寄付をするも
のです。クラブはインスピレーションとなるので
す。
7 ページから特集「難民を知る」
今月は「平和と紛争予防／紛争解決月間」です。
国連難民高等弁務官の発表では 2017 年末で避
難民を含めると 6850 万人あります、ロータリ
ーが何ができる・・考えて見ましょう。
8 ページです、その実態です。アリンの物語は、
武装した男たちに追われて家族を連れてミャン
マーからバングラデシュへ 102 キロ避難です。
次にジーナブの物語は、シリアからヨルダンへ。
空爆で家を焼かれ、153 キロ避難の物語。オパ
ニの物語は、南スーダンからウガンダへ 7 日も歩
きました。
さて、ロータリーの取り組みです。奉仕プロジ
ェクト・平和フェローシップ・奨学金援助などの
様ざまな形で取り組んでおります。
12 ページです。東京広尾ロータリーのポリオ
撲滅チャリティーはピアノのリサイタル開催で
す。
14 ページから、ロータリデーの話題です。「み
んなおいでよ！ひょうご五国+ワールドフェス
タ」ロータリー2680 地区です。バリー・ラシン
会長が開催を呼びかけ矢野ガバナーのインスピ
レーションから生まれた今回のロータリデーは、
構想１年、会議 22 回。兵庫県政 150 年事業と
して県から助成金をうけたものです。ＰＲが足り
ないと叱られましたがテーマは「地球のために、
平和のために、未来のために」です。
雲ひとつない快晴、ポートタワー、海洋博物館
があり、11 月の 3−4 日で来場者 7 万 5 千人で、
インターアクターやローターアクターが大活躍
だったそうです。
16 ページから今年創立５０周年を迎える。日
本のロータリーの産みの親「米山梅吉」氏の「遺
風残香」の二十です。生まれた時から臨終まで。
楽しいというと失礼ですが素晴らしいお話です。
24 ページです。RI 会長への道。
クラブ会長・ガバナーなどの選び方や、組織です。
28 ページは世界のロータリーです。
カナダ・ガイアナ・ウガンダ・クロアチア・イン
ドなどのロータリークラブが紹介されておりま
す。そのうちウガンダロータリークラブでは 3
千人のランナーが首都カンパラで走りました、

収益金は、カンパラの病院の放射線治療の線型加
速器 2 台を設置するために役立てます。
30 ページから、2018 年度から 19 年度の各
地の地区大会の様子です。
縦のページです。
昨年 3 月 31 日の 2730 地区宮﨑県西部分区 IM
の基調講演から
「21 世紀世代の人生計画 地球と私の運命」
関西学院大学教授 久木田純先生です。
9 ページクラブを訪ねて、埼玉県秩父ロータリ
ークラブです。
埼玉秩父といえば秩父夜祭、所謂、曳山祭りユ
ネスコ無形文化遺産に登録されています。
秩父までは、西武線の池袋から特急で１時間
20 分です。写真を見て、すごいボリュームのあ
るクラブを想像します。
13 ページ友愛の広場
18 ページ卓話の泉、イラッと来たら 6 秒待つ
アンガーマネジメント。名古屋南ロータリークラ
ブで、人材開発オフイス社長川地美仲子氏
2 月の友です。

-委員会報告・クラブ戦略計画について
クラブ研修リーダー

河合会員

先日募集しましたチームメンバーが決定しまし
たので報告します。現会長・幹事、次期会長・幹
事、現クラブ研修リーダー、次期クラブ研修リー
ダー、大坪会員、林会員、高橋会員、竹之内会員
の 10 名です。

・転勤の報告

片倉会員

『創立 43 周年記念例会』思い出抜粋
須藤 修司会員
（チャーターメンバー

私事の報告で恐縮ですが、2/1 の辞令をもちま
して執行役員、伊勢佐木町支店の支店長という役
を拝命いたしました。これもひとえに、藤沢東ロ
ータリークラブのメンバーの皆様をはじめとす
る藤沢の地域の方々の応援のおかげだと感謝し
ております。
28 年 12 月の例会より参加させていただきま
したが、いろんな活動を通してずっと当クラブに
居続けられるのではないかと感じていました。自
分のホームグラウンドのような感じで、温かく迎
えていただき、一緒に過ごしていただいたメンバ
ーの方たちに囲まれた素晴らしい 2 年間だった
なという思いです。これからも街で見かけた際に
は声をかけて頂ければありがたいかなと思いま
すので今後とも宜しくお願い致します。
2 年間ありがとうございました。

-スマイル石井スマイル委員長
【石井博 会員】
藤沢東ロータリークラブ、43 周年記念例会
まことにおめでとうございます。
【鈴木利雄 会員】
本日の 43 周年記念例会の記念講演、
よろしくお願い致します。
【吉田新一 会員】
クラブ創立 43 年記念例会
おめでとうございます。
片倉さん 執行役員就任おめでとうございます。
次は細田さんの番ですね。頑張って下さい！
【細田研 会員】
片倉さん、ご栄転おめ出とうございます。
【水川健太郎 会員】
先日は妻への誕生日プレゼントをいただき、あり
がとうございました。大変喜んでおりました。

S51 年 2 月入会）

1976 年の発足当初から参加しています。当初
はただ奉仕だけではなく会員同士がいろいろ研
鑽してやっていました。
今思う事は、やはり新しい方々とのコミュニケ
ーションは少し足らなくなってきているのでは
ないかと思います。やはり４つのテストの最後の
みんなのためになるかどうかを考えて奉仕の団
体であると共にお互いに事業を行いながら研鑽
しあっていければと願います。
鈴木

和夫会員

（S62 年 10 月入会）

久しぶりに登壇します。名簿の入会日を見たら
S（昭和）は須藤さんと私だけになり、後の方は
みな H（平成）の入会です。30 年前に入会しま
したが、当時はピリピリして緊張感がありまし
た。入会時から出席率が悪く、良い会員とは言え
ません。ROTARY は仲間を大事にして先輩を尊
敬することが大事。また自己紹介時には「職業分
類」を必ず先に言うことが大事です。

田中

繁会員

（H5 年 11 月入会）

ROTARY は地域社会のボランティアからなる
世界的なネットワークである。ROTARY の会員
は人道的な奉仕活動を行い職業における高い道
徳的な見識があります。世界的に POLIO の撲滅
推進活動の先頭にたって行動しています。
加藤

私は入会して丁度 25 年経ったところです。入
った当初は 2 週間くらい緊張しました。
ROTARY に入った途端にいろいろな職種の仲
間ができて仲良くしてくれました。また、藤沢東
クラブは派閥がなく皆仲良いのが良かったと思
います。
最近はどこへも行ってもできるだけメークア
ップして仲良くしていきたいと思います。
次年度 RI 会長テーマのように ROTARY の輪
を広げて楽しく活動していければと思います。
石井

博会員

（H7 年 6 月入会）

私が入会したころから 24 年間で大分クラブと
して伸びています。第 3 グループの中でも一番
協力してやっていると見ています。
実の兄の勧めで東クラブに入会しました。市役
所勤務のあと市会議員を H18 年まで 3 期 12 年
務めました。不動産管理会社を設立して今に至り
ます。

信忠会員

（H5 年 4 月入会）

2000ー2001 年から会長をやらせていただき
ました。幹事は司法書士の川島さんでした。
前年の畑中会長がＧ.Ｓ.Ｅ.の団長としてアメリカ
に出張されましたので、私の就任は前倒しで 5
月になりました。
しかしその 2 か月でロータリークラブの素晴ら
しさを知りました。ロータリークラブは人材を作
ります。米山交換奨学生の事です。本田会員委員
は外国の子を一年間も預かってくれました。起居
共にです。
一方、ドイツのロータリークラブには日本の親
善奨学生を 2 年間預かって頂きました。我がク
ラブがスポンサーの前川朋子さんです。大学生で
した。ドイツのデトモルト音楽大学に声楽の勉強
のために留学したのです。ロータリークラブは人
を作るという事を、新米の会長の私はあらためて
知りました。
次の話題は我が東ロータリークラブの 25 周年
の記念植樹です。25 本の桜を植えた、大庭の親
水公園では今も春には楽しんでいただいていま
す。しかし担当の犬山会員は工事の途中から病で
入院。責任感熱く、静養先の秋田県の玉川温泉か
らも進捗状況をメールして送ってくれました。パ
ソコンが普及始めた頃で当クラブでは 2780 地
区のトップで片岡会員と河合会員が IT を導入し
て、メーリングリストを開発して頂いたので、タ
イミングよくみんなで把握することができまし
た。

