
 

第 2053 回例会 2019 年 3 月 5 日（火）(天候) 晴れ №29 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

田村進様 

（（宗）鵠沼伏見稲荷神社 代表役員、宮司） 

田中章喜様 (星野剛士事務所) 

石田生様 （ROTEX） 

相澤光春様 

（2013-14 年度ガバナー ふじさわ湘南ＲＣ） 

田島透様 （地区ガバナーノミニーデジグネート 

ふじさわ湘南ＲＣ） 

小野良太郎様 

（地区社会・国際奉仕委員会委員長 秦野中ＲＣ） 

根岸君代様 

（地区クラブ管理運営委員会副委員長 

平塚北ＲＣ） 

鳥山優子様 （平塚ＲＣ） 

関口直美様 （平塚湘南ＲＣ） 

 

会食・懇談  

 

-会長報告-  

・本日は、相澤 PG よりポリオキャンペーンにつ

いて卓話を頂きます。地区からもたくさんの方

がメイクアップされていて、私も緊張していま

すが、相澤ＰＧよろしくお願いします。 

・3 月の例会は、ＩＭ、ロータリーウォーク、観

桜会と移動例会が多くなっていますので、日

時・場所を間違えないように参加いただければ

と思います。 

・当クラブで支援しています、子ども食堂の事業

ですが、先週小柴会員が出席されたということ

です。毎月第 4 土曜日の 15 時より天嶽院で行

われていますので、参加していただければと思

います。 

・先週、藤沢北ＲＣの地区補助金を使った事業で、

クリスタルホテルにて耳の聞こえない方に音

ではなく、光で知らせる機器を贈呈するという

事業に参加させていただきました。先週の金曜

日のタウンニュースでも紹介されていました。 

・オープン例会ということで、ふじさわ湘南ＲＣ

の例会にもメイクアップして参りました。卓話

の内容は歴史上の人物を通じてマネジメント

を学ぶといったテーマで、大変面白い内容でし

た。ふじさわ湘南ＲＣのＨＰにも紹介されてい

ますので、興味のある方はご覧ください。 

 
 

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 
 

   
 

 
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 

3 月 5 日 ３7（３4） 29 8 85.29  .  

       
 

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」         

Bonne Chance 

 

藤沢東ロータリークラブ 週報 
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-幹事報告- 

・本日、例会後こちらの会場で理事会を行います。

理事役員の皆様はご出席お願いいたします。 

・2019 年地区・研修協議会のご案内 

日時：2019 年 4 月 21 日（日） 

登録 11：30～12：30 

研修・協議会 12：30 点鐘 

場所：日本大学生物化学資源部 

登録締切 2019 年 3 月 20 日（水） 

・ゆめちゃん食堂より、2 月の活動報告が届いて

いますので、回覧いたします。 

・2019 年 3 月のロータリーレートは、1 ドル

＝110 円です。（参考：2 月レート=110 円） 

・第 53 回神奈川県ロータリアン親睦テニス会 

（上野杯）会のご案内 

日時：2019 年 4 月 9 日（火）9：30 集合 

16：00 パーティー 18：00 解散予定 

テニス会場：湘南ローンテニスクラブ 

パーティー会場：MOKICHI 

締切 2019 年 3 月 31 日（日） 

・例会変更のお知らせ 

藤沢南 RC 

3/11（月） 夜間移動例会 18：30 点鐘 

於）薫風湘南 

3/24（日） 第 3G IM&9RC 合同例会 

3/25（月） 振替休会（3/24 IM） 

3/31（日） 第 3G・第 6 回 

ロータリーウォーキング大会 in ふじさわ 

4/1（月）  振替休会（3/31 RW） 

4/15（月） 移動例会 

歌舞伎鑑賞家族バス旅行 

4/29（月） 祝日休会（昭和の日） 

藤沢 RC 

3/27（水） 振替休会（3/24 IM に振替） 

5/1（水）  祝日休会 

 

-委員会報告- 

・ロータリーウォーキング大会のご案内 

大坪ガバナー補佐幹事 

・「ロータリーの友」平成 31 年 3 月号要約 

雑誌・R 情報 河合副委員長（代読） 

・転勤報告       徳山会員 

・出席報告       出席委員会 

 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  

2/24 飯森均会員 

3/5 片岡啓次会員 

3/6 吉田成江会員 

 

・スマイル報告    スマイル委員会 

 

-卓話- 

『ポリオキャンペーンについて』  
相澤 光春様 

（2013-14 年度ガバナー ふじさわ湘南ＲＣ） 
 

 
 

 
 

 

-次回例会案内- 

3/12（火）通常例会 

 

点鐘 

閉会 



 -委員会報告- 

・ロータリーウォーキング大会のご案内 

大坪ガバナー補佐幹事 

 
今回の見どころは、満開であろう桜。当クラブ

の 25 周年の記念植樹で植えた桜が（16 年ほど

前）親水公園にございます。たいへん立派な桜に

成長しておりまして、感動すると思います。また、

親水公園の前には田辺工務店の大きな看板があ

りますので、是非ご覧ください。参加した皆さん

で記念写真の撮影も予定しています。 

今回の大会はポリオの募金もあわせて行われま

す。ウォーキングでカロリーを消費するだけでな

く、寄付までできます。是非ご参加ください。 

 本日は、事務局さんに協力していただき作りま

した『ポリオ募金封筒』を回覧いたします。ロー

タリーウォーキングに参加できない方、是非とも

お力添えを頂ければと思います。エンドポリオナ

ウでございます。ご協力お願いします。 

 

 

 

 

 

 

横のページです。先ず、バリー・ラシン RI 会

長のメッセージです。 

ロータリアンの皆様、国際ロータリーの会長を

務める中で、私が何より心を打たれるものは人々

の出会いです。私は世界中を旅して各地のロータ

リークラブを訪問する事に時間を費やしており

ます。ロータリアンは、とても暖かく歓迎してく

れます。しかし、更に熱烈に歓迎してくれるのは、

ローターアクトたちです。ロータリーの信念を信

じ、その思いを奉仕に込め、更に楽しむことを忘

れない青年たち、それがローターアクターです。 

最近最も印象の深かったのは、ガーナです。60

ものローターアクトクラブのある地区を訪れた

時の事です。それでも満足せず倍増計画を立てて

いました 

ローターアクターたちは、子供たちにポリオワ

クチンの接種を行っています。血液が危機的存在

のところでは献血を行っております。地域社会が

真に変化をもたらすプロジェクトを実施してい

るのです。 

ローターアクターが、ローターアクトクラブを

卒業しても、ロータリー家族まで卒業することは

ありません。既存のロータークラブに入会する時

には、できるように力を貸して上げてください。 

7 ページです、特集水と衛生月間です。 

「世界中に安全な水を」 

 緑茶。抹茶。には世界が誇る水が必要です。 

国連では、毎年 3 月 22 日を世界水の日と定めて

あります。ロータリーでも「水と衛生」は 6 つの

重点分野の一つになっております。 

そんなことで 8 ページです。 

弘前西RC中畑肇会員の「綺麗な水プロジェクト」

です。2018 年 4 月第 3330 地区(タイ)を訪問

して 100 万キロ平方メートルの池を掘り灌漑用

水や飲料水をつくりました。 

10 ページです。雨水貯水タンクの贈呈。 

14 ページは会員増強・維持に挑む・ローター

アクトクラブの活躍です。 

「継続して知ってもらう」の稚内ローターアクト

の会員の運動。などがこれから会員増強の参考に

なりました。 

22 ページ。ガバナエレクト国際協議会が 1 月

13～19 日サンディエゴでありました。2780

地区の杉岡さんが出席しています。 

28 ページ「心は共に」東日本大震災。釜石東

ロータリーのラクビーの町が記事になっており

ます。我がクラブの姉妹クラブ塩釜東のお隣で

す。参考にご覧ください。 

38 ページ。モンゴル米山学友会の便り 

学友モンゴルの大イベントを御覧ください。大相

撲とは違ったモンゴルが見えます。 

 

 

 ロータリーの友 平成 31 年 3 月号抜粋 

   河合 雑誌・R 情報副委員長（代読） 



 

 
 40 ページ世界のロータリーは、今月号はボリ

ビアのロータリークラブ。フィジーのロータリー

クラブの活躍が見えます。どうぞ地図を紐解いて

ください。 

縦のページです。昨年 3 月 2710 地区広島ク

ラブのアイエムの基調講演 

「地球の明日を考える」水の SDGｓ 

講師は広島大学名誉教授 安藤忠男氏です。 

以上。 
 

   
 

-委員会報告- 

・転勤の報告           徳山会員 

 
  

私事で恐縮ですが、先日異動の内示が出まして

3/25 付で島根の松江に異動することとなりま

した。藤沢東ロータリークラブにおきましては、

2 年 10 か月前に初めてロータリアンの仲間入り

をさせて頂いて、皆様に可愛がっていただきまし

た。ポリオの募金であったり、木陰ベンチの寄贈

に家内と一緒に参加させて頂いたり、コーラスグ

ループで養護施設に慰問させて頂いたり、ロータ

リーに入りまして奉仕の心というものを改めて

学んだ次第であります。松江に行ってもロータリ

アンとしての活動は続ける予定となっています。

後任が群馬より参りますので、引き続きご愛顧い

ただければと思います。 

定年まで 2 年、会社人として、ロータリアンとし

て一生懸命頑張っていきたいと思います。 

2 年 10 か月本当に皆様ありがとうございまし

た。 

 

 

-スマイル-       石井スマイル委員長 

【相澤光春 パストガバナー】 

（ふじさわ湘南ＲＣ） 

本日、よろしくお願いします。 
 

【田島透 地区ガバナーノミニーデジグネイト】 

（ふじさわ湘南ＲＣ） 

お久しぶりです。インドでは村上会長、大坪さん

にはお世話になりました。 

これからもよろしくお願いします。 
 

【小野良太郎 地区社会・国際奉仕委員長】 

（秦野中ＲＣ） 

本日はお世話になります。 

【根岸君代 地区クラブ管理運営副委員長】 

（平塚北ＲＣ） 

当クラブと同じ時間帯の例会の為、同じグループ

の方 2 名と参加させて頂きました。 

よろしくお願いいたします。 
 

【鳥山優子 様】（平塚ＲＣ） 

始めて藤沢ロータリークラブにメークアップし

ます。 

本日は相澤パストガバナーの卓話を楽しみにし

て来ました。 

今後ともよろしくお願い致します。 
 

【関口直美 様】（平塚湘南ＲＣ） 

今日は相澤パストガバナーの卓話を楽しみにま

いりました。 
 

【村上進 会長】 

相澤 PG、本日は卓話よろしくお願い致します。 

【梶浦暁 幹事】 

相澤パストガバナー、 

本日の卓話楽しみにしておりました。 

よろしくお願い致します。 

【石井博 会員】 

ポリオキャンペーンについて 

相澤パストガバナー本日の卓話よろしくお願い

します。 

【吉田成江 会員】 

御誕生祝い有難うございました。 

【鈴木利雄 会員】 

相澤パストガバナー、 

本日の卓話よろしくお願い致します。 

【土屋善敬 会員】 

相澤パストガバナー 

お忙しい中をありがとうございます。 

 

 

 



 【片岡啓次 会員】 

誕生祝いをありがとうございます。 

65 才で危機がありましたが、なんとか、 

68 才を迎えられました。 

【山口俊明 会員】 

相澤 PG ようこそ御出下さいました。 

本日は御指導の程よろしくお願い致します。 

根岸地区クラブ管理運営委員会副委員長、 

小野地区社会・国際奉仕委員会委員長 

ようこそ御出下さいました。歓迎致します。 

鳥山優子平塚 RC 副会長、ようこそ。 

関口直美様（平塚湘南 RC）ようこそ。 

【飯森均 会員】 

誕生日有難うございます。 

【小柴智彦 会員】 

相澤 PG、本日の卓話よろしくお願いします。 

本日は、多くのビジターの皆様ようこそ。 

【吉田新一 会員】 

相澤パストガバナー様、 

御多忙中、本日の卓話よろしくお願い致します。 

2780 地区クラブ管理運営委員長根岸様、 

平塚 RC 副会長鳥山様、平塚湘南 RC 関口様、 

秦野 RC 小野様、本日は藤沢東 RC へようこそ。 

【齋藤卓章 会員】 

相澤 PG 本日の卓話楽しみにしております。 

当クラブでは、今後戦略計画を実施していく予定

です。 

何か、アドバイスがあれば、お聞かせください。

【大坪加寿子 会員】 

相澤 PG、本日卓話をありがとうございます。 

小野地区社会・国際奉仕委員長 

根岸クラブ管理運営副委員長、 

石田生様ようこそおいで下さいました。 

 

【間山孝仁 会員】 

本日は、相澤パストガバナーの卓話を楽しみにし

ております。 

 

たくさんのスマイルありがとうございます！ 

 

 

 

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。 

 

-会員誕生日-   
 

飯森均会員 

 
 

片岡啓次会員 

 
 

吉田成江会員 

 
 

お誕生日おめでとうございます。 

 


