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１０月 １８日

天候 晴れ

ロータリーソング「 それでこそロータリー 」

皆様の歌声での公式訪問は、生涯忘れることは

四つのテスト

ないと感謝いたします。
伝統と歴史、そして川上会長のおっしゃるクラ

≪ゲスト・ビジターの紹介≫

ブの「威厳と風格」は訪問してはっきり認識い

ゲストスピーカー：堀 一久 様

（東京 RC）

（紹介者

泉 会員）

たしました。そしてその中にも 8 名の素晴らし
い女性会員による和やかな雰囲気が随所に出

ゲスト：大津 尚史 様

ております。川上会長の力強いリーダーシップ

ゲスト：中島 直 様

（紹介者 大野木 会員）

により、計画として掲げられている会員増強は

ゲスト：富田 浩喜 様 （紹介者 大野木 会員）

もとより、全ての目標は達成されると確信いた

ビジター： 横山 貢 様

（茅ヶ崎 RC/会長）

します。

ビジター：中山 冨貴子

様 （茅ヶ崎 RC/幹事）

ビジター：新井 智代

様

（藤沢南 RC）

会長テーマ「全員参加で愛と笑顔のあふれるク
ラブに」はすでに出来上がっております。
貴クラブの益々のご発展と会員並びにご家の

≪会長報告≫

皆様のご健勝を記念し、公式訪問の御礼を申し

・大谷ガバナーからお便りを頂きました。

あげます。

ガバナー公式訪問のお礼の後に藤沢ＲＣについ
て具体的に触れられています。

・会長幹事会からの報告
1．「R の友」の購読数と会員数に違いがありま

（以下その部分）

したので、修正いたします。

川上会長・落合幹事さんを始め会員皆様の温かい

2．来年度のトロントでの交際大会へのご参加

お迎えを頂き、その上歓迎の歌まで披露して頂き
3 名の藤沢 RC キャンディーズを中心としたクラブ

出席報告

（

のご案内がありました。是非ご参加ください。
3．先日、ご来会の湘南学園の山田美奈都先生

）内は計算に用いた会員数

例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

１０月４日

４４（４４）名

３２名

１２名

７２．７３％

10 月 18 日

４４（４４）名

２５名

１９名

５６．８２％

メークアップ
会員数
４名

修正出席者数
３６名

修正出席率
８１．８２％

より、ご連絡がありました。湘南学園で行ってい
るプロジェクトついて、ロータリークラブ会員よ

≪スマイル報告≫
東京 RC 堀 一久 様

りアドバイス、サポートをいただく機会を設けた

本日は卓話でおせわになります。

いとのことです。10 月 21 日（土）の午後、湘南

宜しくお願い致します。

学園にて、ご出席いただける会員は，会長までご

茅ヶ崎 RC 横山 貢 会長

連絡下さい。

茅ヶ崎 RC 中山 富貴子 幹事
本日は親クラブの藤沢ロータリークラブに

≪幹事報告≫
・10 月 11 日第 4 回理事役員会の報告
1．会員選考委員会が開催されました。片桐会員

お伺いさせて頂きまして、大変光栄に存じます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
藤沢南 RC 新井 智代

様

よりご紹介の岩崎智子さんが新会員として承

青少年交換委員会から参りました。

認されました。

ホストクラブとして藤沢クラブの皆様には

2．7～9 月の会計決算報告が承認されました。

大変お世話になっております。
本年度もまたよろしくお願い申し上げます。

≪藤沢市みらい創造財団より≫
中島 直 専務理事

川上 彰久 会長
東京ロータリークラブ堀さん 卓話よろしく

藤沢市みらい創造財団へのご支援ありがとうご

お願いいたします。

ざいます。

茅ヶ崎ロータリークラブ横山会長、中山幹事、

11 月に芸術文化事業として、藤沢市民オペラ第

藤沢南ロータリークラブ新井様ようこそいら

23 回公演致しますので、ご案内に参りました。

っしゃいました。
ゲストの大津様、楽しんでください。
泉 信子 会員
堀 一久様 ようこそいらっしゃいました。
卓話たのしみにして居ります。
片桐 輝久 会員
堀社長、本日はようこそ。
卓話たのしみにしています。
椋梨 兼彰 会員
堀様 卓話よろしくお願いします。
中島様 大津様 横山様 中山様 新井様
ようこそ!!
大野木 加代子 会員
堀一久社長さま ようこそおいで下さいまし
た。卓話 楽しみにしております。
新井さん いらっしゃいませ。
吉川 栄紀 会員
遅刻いたしました。申し訳ありません。
堀様 本日はありがとうございます。
いつの日か「マンボウ」をお願いします。
最後にガンバレ ＤＮＡ ベイスタース！
日本シリーズはぜひ横浜スタジアムでやって
ください。

牟田口 新一郎 会員
堀社長 本日の卓話楽しみにしております。
又、引き続き、公私ともによろしくお願い致し
ます。
野口 捷代 会員
堀 一久社長 本日の卓話大変楽しみにして
おります。
新井さまいらっしゃいませ。
小澤 幸喜 会員
堀様 お待ちしておりました。
これからも湘南藤沢のまちづくりを語るおつ
き合いを宜しくお願いします。

≪卓話≫

『えのすいの歴史と
湘南江ノ島の活性化』
株式会社江ノ島マリンコーポレーション
代表取締役社長 堀
一 久
様

１．水族館～“えのすい”の歴史
日本は世界一の水族館の多い国
江ノ島水族館は日本の近代的水族館第一号
開館 3 年後に日本で初めてのイルカショウ開催
昭和 55 年には、世界初の女性だけのチームによ
るイルカショウを開催
昭和 63 年世界初のクラゲ展示ホールの開設
同年 4 世代水族館飼育下のバンドウイルカの誕生
等、江ノ島水族館には、日本初！世界初!!の取組
が数多い
湘南なぎさプランの一環、神奈川県初の官民一体
の整備事業として、2004 年 新江ノ島水族館とし
て移設 リニューアルオープン
江ノ島水族館 50 周年の年と重なる。
2.湘南江ノ島の観光活性化
～観光客をお迎えするための街づくり～
地元の方々と地域連携につながる研究会を発足
し、二年間に亘る検討を重ねた。

湘南江ノ島の観光玄関口として、お出迎えとおも

これからも水族館として、藤沢市商工会議所、藤

てなし感満載で、観光客の気持ちが高揚するようなハ

沢市観光協会の一員として、観光活性化に向けて、

ード面の設備をしっかり整えるための提言書を、神奈

大いに汗をかいてまいりたい。

川県知事、藤沢市長に提出した。
・片瀬江ノ島駅前広場の再整備
・ミニバスの導入で、回遊性を高める。
・誘導サインの設置

堀様、謝礼をスマイルとしてくださいました！

提言書から 6 年後、藤沢市観光振興計画が見直される
ようになった。12 年前の提言書提出から、具体的な進
展はないが、地元藤沢商工会議所、藤沢市観光協会、
民間企業が一体となって地域プロモーションをを始
めた結果、観光客が増えつつある。
鎌倉、箱根に次ぐ、観光地となりつつある。
一昨年前の圏央道の開通、2020 年のオリンピック
セーリング会場に江ノ島が決定したことことを受け
提言内容の具現化が期待される。
小田急片瀬江ノ島駅舎改良、藤沢市の駅周辺整備が正
式表明された。地域のインフラやソフトの整備をすす
めることによって、観光地としての活性化をさらに図
っていくことが、今後の展開として重要な要素だと位
置付ける。
本日のお料理
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