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№１

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」 ・事務局体制について
点鐘
Bonne Chance
開会
6/30 付で事務局担当者が退職されましたの
国家斉唱：君が代
で、昨日、雇用契約を結んだあとそのまま 1 日、
ロータリーソング：「奉仕の理想」
本日の例会、理事会の準備をしてまいりまし
４つのテスト：ＳＡＡ
た。前職は宅建協会の事務局をされていまし
藤沢東ロータリークラブの理念：幹事
た。至らない点が多々あるかと思いますが、
ゲスト・スピーカー・ビジター紹介
皆様ぜひご支援を頂きたいと思っております。
ゲスト 出村忠廣様（横浜東 RC）
よろしくお願い致します。

会食・懇談
-会長報告・本年度、歴史ある藤沢東 RC の会長を務めさせ
ていただきます吉田新一でございます。会長報
告については、冒頭に今日は何と何について話
すかをお伝えしてから話を始めたいと思いま
す。
・本日は、今年度に対して二つのお願いを申し上
げたいと思います。一つは IM へのお願い。も
う一つは事務局体制についての皆様へのご協
力のお願いです。
・IM につきましては、今年度の大きなテーマで
ございます。令和になって初めての第 3G の IM
を 2020 年 3 月 22 日に 8 年ぶりに当クラブ
がホストクラブとして行います。実行委員会を
立ち上げて準備をしてまいります。会員の皆様
全員のご協力により成功させていければと思
っておりますので、よろしくご協力をお願いい
たします。

出席報告
例会月日
7月2日
6 月 18 日

総員（名）
３9（３8）
３9（３7）

出席（名）
29
28

-幹事報告・本日例会後に、理事会をこの会場で行います。
理事役員の方は、ご出席いただきますよう、ど
うぞよろしくお願い致します。
・2019 年 7 月のロータリーレートは、1 ドル
＝108 円です。（参考：6 月レート=110 円）
・7 月は、第 1 回目の年会費の支払日です。後日、
事務局より請求書をご送付いたしますので、よ
ろしくお願い致します。
・例会の変更のお知らせ
藤沢北ＲＣ
7/12（金） 休会
7/19（金） 移動例会 創立例会
7/26（金） 休会
基本は第１週、第３週の月２回の例会です。

欠席（名）
10
11

出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率
76.31
.
75.68
1
78.37

藤沢ＲＣ
7/24（水） 夜間移動例会
7/31（水） 休会
8/14（水） 休会
8/21（水） 夜間移動例会
（藤沢東 RC、藤沢北西 RC と合同例会予定）

吉田新一会長

綾瀬ＲＣ
7/16（火） 休会（クラブ定款により）
8/6 （火） 納涼移動例会
8/13（火） 休会（クラブ定款により）
-新会員入会式伊藤尚志様（日本生命保険相互会社 湘南支社長） 和田江理佳幹事
-米山奨学金贈呈、挨拶ウズン・ムスタファ・タハ様
-委員会報告・財団学友クリーンキャンペーンについて
米山カウンセラー
・「納涼屋形船移動例会」のご案内
親睦委員会
・「ロータリーの友」令和元年 7 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＆配偶者誕生日なし
・スマイル報告

スマイル委員会

-卓話-

吉田会長、和田幹事。
2019-2020 年度、頑張って下さい。
よろしくお願いします。

『新役員挨拶』
-次回例会案内7/9（火） 通常例会
卓話予定 鈴木薫様（東京大学名誉教授）

点鐘
閉会

2019-2020

吉田年度会長方針

『新たな心で
奉仕と親睦の和を広げよう』

-４つのテスト-

石田 S.A.A

-新会員入会式伊藤尚志様（いとうたかし）
（日本生命保険相互会社 湘南支社長）

-米山奨学金贈呈、挨拶ウズン・ムスタファ・タハ様

私はこれから今年の一番忙しい時期に入ります。
レポートもたくさん出てきますし、試験の勉強も
そろそろ始めます。忙しい時間ですが、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。
皆さん本当にありがとうございました。

-委員会報告・財団学友クリーンキャンペーンについて
吉田成江 米山カウンセラー

ようこそ藤沢東ロータリークラブへ
よろしくお願いします。

7/7(日)学友会のクリーンキャンペーンがありま
す。お暑くなってきましたが、是非出てきていた
だきたいと思っています。宜しくお願いします。

・「納涼屋形船移動例会」のご案内
細田親睦委員長

メッセージです。ロータリアンとロータリーク
ラブの家族のみなさん、こんにちは。私は大の旅
行好きです。でも、昨年は妻のゲイと旅行中、気
楽ではない旅行の経験をしました。それは、立ち
寄った先で予定したホテルではないホテルに泊
まったので時間を勘違いしてしまいました。その
ため、旅行が終わっているはずの日なのに JFK
空港で 6 時間も待たされました。その代わり、妻
とターミナルで人々の人間模様を観察すること
ができました。
始めは空港にこんなさまざまの国々の人々が
いるのは、まるでロータリーみたいだと思いまし
た。表現とすれば、多くの人は、行く先ざきがま
るで島々みたいで孤立していて交流がありませ
んでした。だから、それぞれが、島々のように集
まっているだけなのです。それだからターミナル
は、ひとときで目的が終われば、それぞれの目的
地に帰るに決まっています。しかし、ロータリア
7/16（火）移動例会を行います。
ンは全く違うのです。目的地が違っても、その違
場所は横浜、最寄駅は桜木町になります。
いを超えてまた仲間として出会えるのです。だか
恒例の「納涼屋形船」です。
集合時間は 17：45、出航時間が 18：00 です。 ら、誰一人として島では孤立しませんでした。そ
会費は 5,000 円です。出欠の締切は 7/10（水） ういう繋がりのある事こそがロータリアンが経
験を生み出してゆくものです。そしてロータリー
とさせていただきます。
数多くの方の参加を、是非ともよろしくお願いし の「経験の核」となるものです。ロータリーが世
界を繋ぐのです。私たちが誰であろうと、何を話
たいと思います。
そうと、ロータリーは誰一人として島では孤立し
たりしません。私達はクラブ会員というだけでな
く地球全体の共同体の一員でもあります。どうか
一緒に、この旅路をたどりませんか。
ロータリーの友 令和元年 7 月号抜粋
加藤 信忠 雑誌・Ｒ情報委員長
3 ページです。「購読から購読、購読から好読、
そして、好読から愛読に」という表題にて、
ロータリーの友委員会 委員長、片山主水会員の
挨拶です。
ロータリーの友は 1953 年 1 月号から会員誌
として編集・発行されてきました。ロータリーの
親睦の場・情報交換として発行されています。世
界有一のロータリー雑誌です。
5 ページです。2019-20 年度国際ロータリー
会長のプロフィールです。庭先の写真が、マロー
ニーＲＩ会長と、ゲイ夫人です。
気軽に自宅でくつろいでの表紙です。

横のページです。
今月号から、ＲＩ会長はマーク・ダニエル・マ
ローニー氏の登場になります。

6 ページです。ここで、新年度ですから、ロー
タリークラブの事を改めて考えましょう。
ロータリーとは・・・をお読みください。
2019-20 年度ＲＩテーマは、
「ロータリーは世界をつなぐ」です。

8 ページから、ＲＩ会長。マーク・ダニエル・
マローニー氏です。「今までの人生は」そして「こ
れからの序章」です。
地元の新聞記者であり友人ある、ビル・ワイカー
さんが編集しました。40 年近くにわたって、マ
ーク・ダニエル・マローニーさんとその家族は、
「ロータリーは世界をつなぐ」を実践してきまし
た。自称「陽気な旅人」は、今、国際ロータリー
の新しい会長として、人生の次の段階に踏み出そ
うとしています。アラバマ州ジケーターの、義父
が創業した、ブラックバーン・マローニー・シュ
パート法律事務所です。
1980 年にアラバマ州のジケーターロータリ
ークラブに入会した、マローニー会長は、ガバナ
ー、ＲＩ理事、会長エイド、ロータリー財団管理
委員、規定審議会議長、そして 2014 年にはシ
ドニー国際大会委員会委員長を務めて来ました。
これらは、ほんの一部で会長という新たな役割へ
の序章に過ぎません。「彼は、ＲＩ会長にうって
つけなのです。」と語るのは、マローニー会長の
40 年来の友人であるワイカーさんです。ワイカ
ーさんは、「彼はコミュニケーション能力に優れ
た逸材だ」と評しております。
今までの人生を、友人のワイカーさんは、これ
からの序章と称しております。「コミュニケーシ
ョン能力に優れていて、思いやりがある人です。」
経歴や抱負など含めて、20 ページまで
そしてキャッチフレーズです。「ロータリー
は、世界をつなぐ」2019-20 年度ＲＩのテーマ
になります。じっくりとお読みください。
横の 22 ページから全地区のガバナーの紹介で
す。当 2780 地区も相模原 RC の杉岡芳樹会員
です。職業分類「LP ガス供給」です。ご夫婦の
写真と抱負をお読みください。
39 ページから、「2019-20 年度がいよいよ
始まりました。」国際ロータリー理事三木明(姫
路 RC)他のご挨拶です。
44 ページです。「笑顔の花咲く ロータリデ
ー」の紹介です。
2750 地区の恵比寿ロータリークラブが 4000
人の来場者で賑わいました。他も読んでください
46 ページは若者が総力を上げての開催です。
第 31 回全国ローターアクト研修会。
第 7 回全国インターアクト研究会が福岡国際会
議場で開催されました。

10 連休の、まっただなかの 4 月 28・29 日で
す。ロータークラブの若さが発揮できたと思う。
これは、46・47 ページの写真をご覧ください。
縦のページです。
2018 年 3 月 17 日国際ロータリークラブ
2660 地区地区大会の基調講演です。表題は「都
市文化におけるミュージアムの役割」です。講師
は兵庫県立美術館長 蓑豊氏です。「1941 年金
沢市生まれ、65 年慶應義塾大学文学部哲学科美
学美術史専攻卒業、76 年ハーバート大学大学院
美術史学部博士課程終了。文学博士です。世界の
美術館長です。」良いお話です。
縦の 9 ページです。「この人訪ねて」は京都紫
野ロータリークラブです。ロータリアンは、田畑
喜八氏です。京友禅というより、都をどりの衣装
で有名です。
縦の 18 ページ卓話の泉です
遠軽ロータリークラブのノース技研石井明子会
員「花火のお話」です。
岐阜ロータリークラブの鵜匠の山下会員が゛長
良川の鵜飼のお話です。
今月もたくさんの原稿がよせられました。抜粋
して紹介しました。
加藤委員長、いつもありがとうございます。
2019-20 年度もよろしくお願いします。

・出席報告

藤谷出席委員長

-スマイル-

上堀スマイル委員

【出村忠廣 様】（横浜東 RC）
本日はお世話になります。
【吉田新一 会長】
日本生命湘南支社 伊東支社長
よろしくお願い致します。
ムスタファさん ようこそ！
皆様、本年度一年間
よろしくお願い申し上げます。
横浜東 RC の出村様
ようこそおいで下さいました。
【和田江理佳 幹事】
たよりないですが、
１年間よろしくお願いいたします。
【加藤信忠 会員】
吉田さんの会長ですね。
幹事の和田さん頑張ってね。
【田中繁 会員】
吉田会長、和田幹事
一年間頑張って下さい。期待しています。
楽しいクラブ運営をお願いします。
【土屋善敬 会員】
吉田会長、和田幹事
一年間頑張って下さい。
伊藤さん
入会おめでとうございます。
期待しています。
楽しいクラブ運営をお願いします。
【高橋正宏 会員】
吉田会長、和田幹事
今年度よろしくお願いします。
【伊藤尚志 会員】
藤沢東ロータリークラブへの入会を許可頂きま
したことに感謝をこめて
たくさんのスマイル、ありがとうございます。

2019-2020 年度役員体制
☆会 長 吉田新一
（☆印は理事）
☆副会長 林葉之
☆幹 事 和田江理佳
☆副幹事 高橋正宏
☆会 計 村木薫
☆SAA
石田能治
副 SAA 細田研
監 査 田中正昭
クラブ研修リーダー 片岡啓次
☆クラブ管理運営委員長 村上進
出席委員長 藤谷兼一
親睦・ファミリー委員長 細田研
プログラム委員長 林葉之
スマイル委員長 村木薫
☆会員組織委員長 石井博
職業分類・会員選考委員長 土屋善敬
会員増強委員長 須藤修司
☆クラブ公共イメージ委員長 高橋正宏
ＩＴ・広報・会報委員長 竹之内健次
雑誌・Ｒ情報委員長 加藤信忠
☆奉仕プロジェクト委員長 梶浦暁
国際奉仕委員長 齋藤卓章
社会奉仕委員長 高橋正宏
職業奉仕委員長 入澤初子
青少年交換・奉仕委員長 横田佳代子
☆Ｒ財団・米山奨学委員長 小柴智彦
ロータリー財団委員長 山口俊明
米山奨学事業委員長 吉田成江
役員、委員長の皆様よろしくお願い致します。

2019～2020 年度
RI 会長 MARK DANIEL MALONEY
マーク・ダニエル・マローニー氏
RI テーマ
ROTARY
CONNECTS
THE WORLD
ロータリーは世界をつなぐ

