
 

第 2066 回例会 2019 年 6 月 4 日（火）(天候) 晴れ №42 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・ビジター紹介 

ウズン ムスタファ タハ様 （米山奨学生） 

 

会食・懇談  

-会長報告- （代理 石田能治パスト会長） 
 

 

村上会長が国際大会へ出席していますので、代

理で久しぶりにここに座りますが、１時半まで

頑張ります。皆さんどうぞよろしくお願いいた

しします。 

-幹事報告- 

・地区大会の報告書が届きましたので、配布いた

しました。ご覧ください。 
 

・本日例会後に、現次理事会をこの会場で行いま

す。現次理事役員の方は、ご出席いただきます

よう、よろしくお願い致します。 
 

・次回の例会は、塩釜東 RC との合同例会となり

１部として、友好クラブ締結式が行われます。

２部は、親睦会をシパンゴにて開催します。 

多数の方の出席をいただいております。有難う

ございます。 
 

・次年度クラブ委員会活動計画書提出のお願い 

6/8（土）が提出締切となっていますので、 

ご協力の程よろしくお願いします。 
 

・例会の変更のお知らせ 

藤沢北ＲＣ 

6/13（木） 夜間移動例会 

6/20（木） 休会 
 

藤沢北西ＲＣ 

6/7（金）  移動例会 

       植栽メンテナンス及び例会 

6/28（金） 夜間移動例会 最終例会 

      於）車屋 １８時点鐘 
 

茅ヶ崎ＲＣ 

6/６（木）⇒6/5（水） 

   於）スペインクラブ茅ヶ崎 １８時点鐘 

（茅ヶ崎湘南 RC・茅ヶ崎 RC 合同例会） 

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 

6 月 4 日 ３9（３6） 25 14 69.44   

       
 

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 

☆会 長／村上 進 幹 事／梶浦 暁 例 会／毎週火曜日  12:30～ 

☆事務所／藤沢市南藤沢 9-6 シャレー藤沢 ５１０号室 
TEL 0466-41-9191 FAX 0466-41-9192 

☆例会場／湘南クリスタルホテル 藤沢市南藤沢 14-1 TEL 0466-28-2111 

2018-2019 

 



・米山奨学金贈呈 

 ウズン ムスタファ タハ様 

 
 

 
 

今学期も半分が終わって、忙しい時間に入りまし

たが、藤沢東 RC の皆様の支援のおかげで充実し

た学生生活を送っています。これからもよろしく

お願いします。有難うございました。 

   
 

-委員会報告- 

・「ロータリーの友」令和元年 6 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  

6/6  藤谷兼一会員 

 

・スマイル報告    スマイル委員会 
 

 

 

-卓話- 

『イニシエーションスピーチ』 
田村 進会員  

 
 

神社、神道に関する興味深いお話 

ありがとうございました。 
 

   
 

-次回例会案内- 

6/11（火） 塩釜東 RC 合同例会 

 

点鐘 

閉会 

 

 

 
 

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 
 

   
 

 



 -委員会報告- 

 

 

 

 

 

 
 横のページです。表紙は、初夏の楽しそうな夏

の演奏会のイラストです。 

そして１枚めは、RI 会長、バリー・ラシン氏任

期最後のメッセージです。ロータリアンの皆さ

ん。昨年 7 月に国際ロータリー会長に就任して、

振り返るとロータリーには人々の暮らしを良い

方向に変える比類なき力があることを、しみじみ

感じます。ロータリーの影響力は、私がロータリ

アンになった時に、想像していたより、遥かに大

きいものです。 

一つは、ポリオ撲滅活動をしながら、コカ・コ

ーラ社と提携してカラチ近辺の公衆衛生に取り

組むロータリアン。一つはハリケーン・マリアに

よる被災地を支援するプエルトリコのロータリ

アンたち。ミツバチの絶滅を救おうとする、ドイ

ツのローターアクターたち。「世界を変える行動

人・若いイノベーター」など、皆さんに、お会い

しました。そしてポリオ撲滅のため、世界 100

の国、4200 件を超えるイベントが開催したロー

タリアン。それぞれが世界で変化をもたらす成果

をあげました。 

また、今年度はロータリーの平和構築活動が素

晴らしい成果を上げるのを見ることができまし

た。ロータリー平和センターで学んでいる 1200

人を超える仲間たちが、様々な問題に取り組んで

います。今月は妻のエスターと共にドイツに向か

います。ここで開催される国際大会では、あらゆ

る人種・国籍・宗教・政治の異なる人達が、生活

を良くすることで団結をします。 

ロータリーの活動に対する称賛と愛着が、今から

聞こえて来ます。水平線の向こうで私たちを、待

っている素晴らしい仲間たちと合流しましょう。 

ロータリアンの皆さん航海をしましょう。 

5 ページです。6 月は、ロータリー親睦活動月

間です。 

7 ページです。今月の特集は、クラブ「広報力」

です。 

印象に残るロータリーの作り方 

ロータリーの広報を作りたいがどうしたら良い

かという質問です。 

鹿児島西ロータリークラブの深尾兼好会員が

経営しているのが、広報活動(イベント企画)の会

社です。文字通り、社会に対して報じることです。

広報の目的は、下の段の枠に、広報と広告の区別

が書いてあります。機能が、マネジメントとマー

ケティングだそうです。 

14 ページはロータリーを伝えるポスターを作

ろう。素材の準備から、編集・レイアウト印刷ま

までの指導です。 

16 ページは、ロータリークラブの根幹を決め

る、昨年４月１４日～１８日の 2019 年規定審

議会の報告です。メイクアップに関する規定の変

更がありました。その他の重要な変更はローター

アクト変更で、これは 19 ページの「ローターア

クトの変更についてのよくある質問」で詳しく解

説されています。 

20 ページです。米山梅吉氏本年誕生 151 年

を迎えます。私たちの翁の知らないこと、いっぱ

いあります。いろいろな説を今月号でまとめてい

ます。22 ページまで続きます。 

そして 26 ページは、第 2780 地区米山学友

会、学友会が歩む、新たな道 

2018 年秋、地区大会の友愛コーナーが盛り上が

りました。2018 年に江ノ島海岸クリーンキャン

ペーンがありました。 

28 ページは世界のロータリアンです。今月は

世界中でおこなわれた。ポリオ撲滅のイベントで

す。チリ・イギリス・インド・アメリカ・ミャン

マーのロータリークラブの活動が楽しく書かれ

ております。 

縦のページです。2018 年 3 月 31 日 2780

地区第一グループのアイ・エムの基調公演。 

 講師は横浜フリエスポーツクラブ会長、奥寺康

彦氏です。 

表題は「サッカーで見る世界観」です。 

講師は、1970 年に相模工業大学付属高等学校を

卒業して、このサッカーの世界に入りました。そ

れからブラジルのパルメイラス。ドイツのブンデ

スリーガへ移籍、日本サッカーの殿堂入りや、ア

ジアサッカー連盟の殿堂入りをはたしました。日

本のサッカーに貢献した人です。 

 

 

 

ロータリーの友 令和元年 6 月号抜粋 

    加藤 信忠 雑誌・R 情報委員長 
 



 

 
縦の 9 ペーシです。クラブを訪ねて  

長泉ロータリークラブです。 

ここ十数年で記念館の周囲は都市化されてき

ました。クラブは未だ新しいです。記念館がある

のにクラブがないのはおかしいと昭和60年に沼

津北ロータリーを親クラブとして独立しました。

現在は会員 26 人です。 

13 ページ友愛の広場は、会員皆様の歴史や便

りです。本宮 RC の高田会員の「ロータリー歴

30 年を振り返って」のお話も今になれば懐かし

いです。 

19 ページの卓話の泉です。土岐ロータリーの

(株)中央重機社長中村会員の「万博」のお話と、

沖縄の石垣ロータリーの松崎真理子会員の「無戸

籍問題について」常識として知っておきたい。 

以上、令和元年 6 月号を抜粋してみました。 
 

   
-スマイル-       石井スマイル委員長 

【梶浦暁 幹事】 

田村会員 

イニシエーションスピーチ楽しみにしておりま

す。 

よろしくお願い致します。 
 

【石井博 会員】 

田村進様 

本日のイニシエーションスピーチ 

よろしくお願いいたします。 
 

【石田能治 会員】 

田村様 

本日の卓話 よろしくお願い致します。 
 

【鈴木利雄 会員】 

田村さん楽しみにしています。 
 

【田村進 会員】 

本日は有難うございました。 
 

【小柴智彦 会員】 

田村様 本日の卓話、楽しみにしています。 
 

【高橋正宏 会員】 

田村会員 

イニシエーションスピーチ 

よろしくお願いします。 
 

【藤谷兼一 会員】 

皆様、本日は誕生日のお祝いありがとうございま

す。 

田村様 イニシエーションスピーチ楽しみにし

ております。 

-会員誕生日- 

藤谷兼一会員 

 
 

 
 

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。 

 


