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2020 年 1 月 14 日（火）(天候) 晴れ

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」
Bonne Chance

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

№24

・例会の変更のお知らせ
大和ＲＣ
1/14(火) 夜間例会に振替
1/21(火) 移動例会 大和環境管理センター見学
2/11(火) 取止例会 祝日休会
3/10(火) 夜間例会 58 周年記念例会
3/17(火) 取止例会 祝日週の為
藤沢南ＲＣ
1/27(月) 夜間移動親睦例会
於）大海 点鐘）18：30
2/24(月) 祝日振替休会 23 日天皇誕生日

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介
なし
会食・懇談
-会長報告・皆さんこんにちは。
新年あけて 2 回目の例会。1 回目は新年会で夜
間例会だったので、通常例会は初例会です。
今年もどうぞよろしくお願いします。
今日は伊藤会員のイニシエーションスピーチで
す。楽しみにしています。よろしくお願いしま
す。今日も多数の出席をいただきまして、あり
がとうございます。4 つのテストと藤沢東 RC
の理念を常に意識してロータリー活動に取り組
みたいと思います。ご協力お願いします。

-委員会報告・「ムスタファ君江の島観光」のご報告
米山奨学事業担当

-幹事報告・本日例会後、理事会を行います。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。

出席報告
例会月日
1 月 14 日
12 月 24 日

総員（名）
３4（３1）
３6（３3）

出席（名）
22
29

欠席（名）
9
4

出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率
70.97
.
87.88
0
87.88

・「観桜会開催」のご案内
親睦委員会
・「ＩＭ進捗状況」のご報告
IM 実行委員長
・「ロータリーの友」令和 2 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
-会員誕生日会員誕生日
1/1
洞口 芳彦会員
1/2
田中 正昭会員
1/10
田中 繁会員
1/14
入澤 初子会員
・湘南クリスタルホテルへの謝礼

・スマイル報告
スマイル委員会
【入澤初子 会員】
正月はめいどの旅の一里塚
めでたくもあり めでたくもなし
この何年かは誕生日が来る度に思います。
【田中繁 会員】
誕生祝いありがとうございます。
子年で年男に当ります。一年頑張ってみます。
伊藤さん本日のイニシエーションスピーチ楽し
みにしています。
【上堀美智子 会員】
伊藤支社長
本日の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。
【小柴智彦 会員】
伊藤会員、本日の卓話楽しみにしています。
【細田研 会員】
伊藤会員、本日のイニシエーションスピーチ楽し
みにしています。頑張って下さい。
【竹之内健次 会員】
伊藤さん
本日のイニシエーションスピーチ楽しみにして
います。よろしくお願いします。
-卓話-

『イニシエーションスピーチ』
伊藤尚志会員

（日本生命

湘南支社長）

・事務局への謝礼

-次回例会案内1/21（火） 通常例会
卓話予定 『アメリカの学校事情について』
須藤美矢子様（須藤修司会員 奥様）
点鐘
閉会

11 ページです、100 年かけて育んできた「日
本の職業奉仕」についてです。甲府北ロータリー
加藤 信忠 雑誌・Ｒ情報委員長
小林聰一郎会員です。
職業奉仕はロータリーの根源、この言葉をどう考
えるか創始者の米山翁は最後まで考えていたそ
うです。歴史上宗教上、難しかったそうです。
17 ページです。第 48 回ロータリー研究会が
ありました。
現在・過去・将来のロータリーリーダーが出席
して意見の交換をしました。2019 年 11 月 17
日から 19 日までです。
行動計画はロータリーの青写真になるものです。
アールアイ会長は就任後２度目の来日となり
ます。マローニー氏の基調講演は、今年度から展
開される「行動計画」が中心で今年度からスター
トし２０２４年度まで 4 つの事項を優先して進
められる５ヵ年計画です。「世界を変える行動
人」として強い目的意識を共有するロータリアン
あけましておめでとう。
が、世界に広がるネットワークとなって文化間、
はじめにロータリアンとロータリーの家族の
言語間、世代間、地域間を橋渡ししてより良い世
皆さん。
界を実現するための計画といえます。
世界中の人々が、様々な理由でロータリーに入
また、マローニ会長はロータリーとの歴史的な
会しました。私もアラバマ州で新人弁護士とし
繋がりについてロータリーの 6 つの重点分野が
て、私の妻のゲイとともに彼女の父親の弁護士事
国連と持続可能な開発目標の共通性を訴え、世界
務所の共同経営者になりました。その時に、義父
につなぎ、国連の創設 75 周年を祝おうと、世界
にロータリーに入れば人脈を築く事ができ、職業
各地の国連事務局 4 箇所でアールアイ会長主催
上求められる以上の確固たる価値観や、真摯な職
会議がおこなわれます。
業人になれると、教わって入会したものです。特
20 ぺージです。日本のロータリー１００周年
に、「４つのテスト」に従って働けば世界に大き
のスピーチは委員長三木明氏のもと、アールアイ
く貢献できるということが、実に大きな理念で
理事のこれからのスケジュールについてです。２
す。これは特に若い人をロータリーに招き入れる
１ページの枠にあります。１１月２４日です。
には、大きな意味があります。良いロータリアン
22 ページです。追悼 緒方貞子さん・現場主義
で有ること、良い親であること、良い事業者であ
を貫いた緒方貞子さん。ロータリー財団奨学生で
ること、良い管理職であること、良い従業員であ
ある事が私達ロータリアンの誇りです。前橋ロー
る事です。
タリークラブ吉永國光会員より、哀悼の文章で
ロータリーは職業奉仕です。そして入会候補者
す。
への一番のセールスポイントは職業奉仕である
24 ページ侃侃諤諤は面白い話題です。特に今
事を忘れてはなりません。
月は例会のあり方についてです。
ロータリーは、世界をつなぎます。そしてロー
28 ページ、世界中で活躍するロータリアンで
タリーの職業奉仕をより多くの業種の、より様々
す。今月はエルサルバドルのサンタアナロータリ
なライフステージにある人々に知らせることで、
ー、スウェーデンロータリー、ハンガリーロータ
ロータリーは、さらに成長し、より強く、多様性
リー、アメリカロータリーなど、日本のロータリ
に満ちていくのです。
ーは七夕です。相模原橋本ロータリークラブで星
7 ぺージです。特集は職業奉仕です。温故知新。
座の物語です。
8 ページは、アーサーシェルドンさんの創案で
35 ページから各地から地区大会の模様です。
す。最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる。
わが地区も相模女子大学グリーンホールにて杉
尼崎西ロータリー田中会員の主張も、同じです。
岡芳樹ガバナーをリーダーとして盛大な地区大
ロータリーの職業奉仕は、いろんな人が解釈を試
会で絆をかためました。
みています。江戸時代の二宮尊徳公の教えや石田
梅岩や近江商人などの東洋的発想で知られてお
ります。
ロータリーの友

令和 2 年 1 月号抜粋

-会員誕生日縦のぺージです。
国際ロータリー第 2660 地区アイエム 8 組ロ
田中 繁会員
ータリー・デー記念講演要旨です。
会社員として、ジャズプレイヤーとして～両立
が自分らしさ
講師はパナソニック社員でジャズピアニスト
の小川理子さんです。
1986 年当時の松下産業株式会社入社。後のパ
ナソニックです。ほぼ 15 年間音響研究職として
働いていました。当時の松下の音響研究所が、非
常に珍しい研究開発をしているのが目に留まり
ました。面接では、この仕事をしたいのでといっ
て、自信満々の気持ちで音響研究所に入ることが
できました。松下幸之助氏が新しい文化を提供し
ようとして設置したものです。純粋に私は音楽が
好きでしたから、飛び込んだのです。ジャズプレ
イヤーとして 100 歳まで演奏を続けたいと思い
ます。
縦の 9 ページです。この人訪ねて。東京山王ロ
ータリークラブの与儀みどり会員です。黒子に徹
したい、ということで、あえてお着物で登場して
いただきました。ノーベル賞の受賞者婦人の着付
けをしました。まさかロータリアンが身近の存在
ということです。
入澤 初子会員
13 ページ友愛の広場、「職業奉仕の萌芽」は、
高崎シンフォニー金子会員が世界初のロータリ
ークラブがシカゴにできたが、「会員ばかりが良
い思いする会は長続きしないよ」とシカゴに公衆
トイレを作った話。
18 ページ卓話の泉、大阪ロータリー塩野香料
社長塩野会員「香料について」4 つの役割がある
そうです。日本銀行前高松支店長正木会員のキャ
ッシュレス化の話題。
以上です

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

お誕生日おめでとうございます。

