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１１月 ２９日

天候 晴れ

・本日、宇野さんの会員選考委員会面談が、あり

四つのテスト

ましたが、さらに会員皆様に増強をお願いいた
します。

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
ゲスト・ビジターの紹介≫

・市役所新庁舎完成記事の広告掲載の依頼が参り

ゲストスピーカー：小澤

一成

様（藤沢西 RC）

（紹介者 小澤 会員）
ゲスト：宇野 美代子

様

（紹介者

ました。
・国立劇場より、移動例会時の利用依頼のご案内
が参りました。

泉 会員

ビジター：足立 勲一郎 様

川上 会員）

（東京南 RC）

≪幹事報告≫
・国際ロータリーより、12 月のロータリーレートの

≪会長報告≫

お知らせ。1 ドル=112 円（11 月は、114 円でした）

・クリスタルホテルのアンケート用紙、配布されて

・例会の欠席連絡、前日の夕方までにご連絡いただ

います。例会終了までにご記入、提出をお願い致

けますとお食事の数を調整できます。よろしくお

します。

願い致します。

・R 財団寄付のお願いをしています。お返事がまだ
の方は、事務局に返信をお願いいたします。

・今年度の会員名簿を配布致しました。お受け取り
まだの方は、事務局にお声がけ下さい。

・My Rotary の登録、11 名になりました。さらに多
くの会員にご登録お願いいたします。

≪委員会報告≫

・例会場に興しになれない場合は、かながわ E クラ
ブのメークアップもご利用ください。

・牟田口 親睦活動委員長
12 月 20 日クリスマス家族会の詳細のご案内を
お出しいたしますので、奮ってご参加下さい。

出席報告

（

）内は計算に用いた会員数
メークアップ

例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

修正出席者数

修正出席率

会員数
月 日

４６（４６）名

名

名

． ％

月 日

４６(４６)名

名

名

．％

名

． ％

次週 12 月 6 日、親睦活動委員の方には、20 日の

岩崎 智子 会員

役割分担表を配布いたします。
・椋梨 青少年交換委員長 交際奉仕委員長

小澤様 卓話楽しみにしております。
小

12 月 2 日（土）
、次年度の青少年交換学生に選ば
れました阿部浩太郎君の第 1 回目のオリエンテー ≪ ≪卓話≫
ションが始まります。これから半年かけて、語学、

『ラジオと防災』
スピーチ等を学んでいきます。見守ってあげて下
さい。
本日の夜から、カンボジアに医療奉仕に行って参
ります。4 日早朝に帰国、6 日の例会でご報告い

藤沢エフエム放送株式会社
代表取締役社長 小澤 一成 様
（紹介者 小澤 会員）

たします。
・泉 会員
湘南百撰、2017 年冬 vol.35、発行いたしました。
藤沢ロータリークラブにご縁のある方も載って
いますのでご覧下さい。

≪スマイル報告≫
川上 彰久 会長
小澤社長 本日の卓話よろしくお願いいたし
ます。
足立様、いつもありがとうございます。
宇野様、これからもよろしくお願いいたします。

レディオ湘南４代目社長！(実は無報酬)

泉 信子 会員
小澤社長

卓話たのしみにいたして居ります。

宇野さま ようこそいらっしゃいました。
田中 正明 会員
藤沢 FM 放送の小澤社長 本日は当クラブへよ
うこそ
卓話 楽しみにしております。
椋梨 兼彰 会員
本日からカンボジアに行ってきます！！
牟田口 新一郎 会員
小澤様 卓話心の底から楽しみにしておりま
す。

小澤会員ゲストスピーカーのご紹介

ついに忘年会シーズンに入りました。
体に気をつけたいと思います。（ピシッ！！）
野口 捷代 会員
本日の卓話 小澤社長大変楽しみにしており

1995 年７年１月１７日の阪神淡路大震災の映像
４６万世帯の被災とは湘南地区全体と同規模。
ライフラインが失われた中で、震災特別番組を開始

ます。

したのは、ラジオだった。安否情報、生活情報、被

宇野さん 今日はようこそお越し下さいまし

災地からのレポートをし、ラジオがライフラインと

た。

なった。これがきっかけで、全国にコミュニティー

小河 静雄 会員
小澤社長 素敵です。卓話楽しみにしています。

FM の多くが開設された。
藤沢は防災対策として、1996 年 4 月 26 日設立した。

生活情報、イベント情報のほか、地震、台風、大雨
などの気象情報も提供している。
2011 年 3 月 11 日東日本大震災の映像
忘れてはならない教訓 防災意識
レディオ湘南防災システムの立ち上げ
消防局からの災害情報を割り込ませるのではなく、
4 月から、防災無線の緊急情報を放送に割り込ませ
るシステムを導入した。ネット、ツイッター、電話
など、一般の方からの情報提供をいただけるように
なっている。地域(藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、寒川と一
部横浜）の官公庁、企業とも防災協定を結び、いち
早く、地域に情報を提供するシステムを構築した。

川上会長もレディオ湘南で、番組を持っていた！
その頃の思い出を披露

来年 4 月から、携帯用アプリを導入し、で文字情報と
して流れるようする。それには、自分がどこにいるか
を知らせる位置情報機能がついている。放送を通じて、
値域の安心安全を守っていきたい。また、次世代に震
災の教訓を伝え、防災意識を忘れないようにしたい。
レディオ湘南は、地域コミュニティーの確立を図る、
力となり、これからも防災に取り組んで生きたい。

EV ホールのお花クリスマスぽっくなりました

東京南 RC 足立様 いつもありがとうございます

レディオ湘南 10 月～2018 年 3 月までの

新会員選考会の面談にいらした宇野様

タイムテーブルをいただきました！

これからよろしくお願いいたします。

本日のお料理

ホテルロビーにクリスマスツリー！！
エントランスホールのお花も
クリスマス！！

