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ロータリーソング「手にてつないで」 

四つのテスト 

 

≪≪≪≪ゲスト・ビジターの紹介ゲスト・ビジターの紹介ゲスト・ビジターの紹介ゲスト・ビジターの紹介≫≫≫≫ 

  ビジター：中野 博義 様（東京南ＲＣ） 

        堀 一久 様（東京ＲＣ） 

 

≪会長報告≪会長報告≪会長報告≪会長報告≫≫≫≫ 

 ・3月 14 日、職場見学会では、職業奉仕委員会の皆

様、大津会員、宇野会員お世話になりました。 

 ・3月 25 日、ピースウォークにご出席の皆様、お疲

れ様でした。市橋会員の事業所の方に大勢ご参加

いただきありがとうございました。 

 ・マレーシアよりすでに来日しています、次年度の

藤沢ＲＣの藤沢ＲＣの米山奨学生となります、 

  ウン,チェン キンさんのカウンセラーを小河会  

  員がお引き受けくださいました。よろしくお願い

いたします。 

 ・3月 8日の会長幹事会の報告。 

  1．他クラブの会員増強について。 

    藤沢ＲＣとしてもお声がけお願いしたい。 

 

  2．寄付状況について 

   Ｒ財団年次寄付91％ ポリオプラス寄付124％ 

   米山年次寄付 118％  

  3．クラブ細則アンケートの結果 

    変更なし 29 クラブ 変更あり 23 クラブ 

    変更に向けて準備中 6 クラブ 

    変更によって、最痩躯を明確化したクラブが 

    があり、時代に合わせた細則作成が必要と考 

    えられる。 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・会員のお子様、お孫様の「ご入園・ご入学並びに 

  ご卒業」のおうかがいをしています。ご連絡まだ 

  の会員は、事務局までお願い致します。 

 

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

  会員誕生日 4月 1日  川上 彰久 会員 

  結婚記念日 3月 28 日  川上  彰久 会員 

 

 

    

出席報告出席報告出席報告出席報告    （   ）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 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

３月７日 ４６（４６）名   ３２名  １４名 ６９．５７％  １名 ３３名 ７１．７４％ 

３月２８日 ４６（４６）名   ３１名  １５名 ６７．３９％       

2017-2018 年度 

藤沢ロータリークラブ週報 
2017-2018 年度 RI テーマ 
 
 
 
 
 
第 2780 地区 

ガバナー   大谷新一郎 

第 3 グループガバナー補佐 端山創之 



 

 

川上会長、Ｗでお祝い!! 

 

  ポール・ハリス・フェローのお祝い 

    一回目  岩田 和  会員 

 

 

 

           

             ピースウォークの日の  

             湘南台公園の桜 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

        堀 一久 様 東京ＲＣ 

   これまで河合さんが大変お世話になりました。 

   ありがとうございました。来月からは河合の後    

   任として杉本さんが出席させていただきます。 

   引き続きよろしくお願いいたします。 

          新江ノ島水族館  堀 一久 

  川上 彰久 会長 

   木島先生、卓話よろしくお願いいたします。 

   堀様、中野様 ようこそ!! 

   お誕生日祝と結婚記念日祝、ありがとうござい

ます。 

  木島 英夫 会員 

   3 度目のイニシエーションスピーチをきいてい

ただきます。 

  今井 重信 会員 

   長津さん、ピースウォーク御疲れまでした。 

   市橋さん、赤シャツ軍団すごかったね。 

   川上会長殿、おさわがせしました。 

   最後に、木島先生、オールドイニシエーション

スピーチ楽しみにしています。 

  泉 信子 会員 

   堀社長様 ようこそいらっしゃいました。 

   貴島先生 卓話たのしみにして居ります。 

  岩田 和 会員 

   休みがおおくてすみません。 

  野口 捷代 会員 

   貴島先生 今日の卓話たのしみにしておりま

す。 

   堀社長 本日はようこそおこしになりました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

晴天に恵まれ、暖かい日でした。 

 

 



≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

    『イニシエーションスピーチ『イニシエーションスピーチ『イニシエーションスピーチ『イニシエーションスピーチ    3333』』』』    

        元木島医院元木島医院元木島医院元木島医院    委員長委員長委員長委員長    

        整形外科医整形外科医整形外科医整形外科医    木島木島木島木島    英夫英夫英夫英夫    会員会員会員会員    

 

 

昭和 9年 12 月 24 日生まれの戌年 

今年 7回目の戌年を迎えました。 

元旦に詠んだ一句   

七度目の 戌の初日や 雲もなし 

遊行時の初詣で   

願いごと ひとつ増やせり 初詣 

湘南高校卒業後、北海道大学へ進学 

中学生で大病をして命に対する不安を体験し、「医者

に信頼がもてない」ことから、自ら医師になることを

決めた。入試の口頭試問で、そう答えると面接官の総

攻撃にあうも合格。北海道大学を志望したのは、高校

時代の生物部の顧問に「挑戦に値するいい大学」と聞

いたことから。生物部で部長をしていたので、当時の

北海道大学は、収集家にとって理想的な環境だった。 

一年後に北大に入学してきた後輩の生物部の部長の

妹は、後の奥様となる。 

整形外科医となって 8 年度、地元にもどる。勤務医と

して勤めた後、35 歳の時、木島医院を開院。当時、藤

沢市では２件目の整形外科病院であった。 

40 年後の平成 21 年 6 月閉院。その時の一句 

  アジサイの 青惜しみつつ 閉院す 

閉院後は、山内病院に機械、スタッフとともに移り、 

9 年目になる。他にも産業医、収監者医療、障害者支 

支援などにも関わっているので、忙しさは現役時代と

あまり変わらない。マージャン、ゴルフ、庭仕事をし   

て余暇を過ごす。忙しく動いていることで元気でいら

れるようである。 

皆さん提案したい 3つのこと 

ロコ  １．モティブシンドロームなどの運動器に疾患、肩

こり腰痛、ひざの痛みなどをふせいで、健康寿

命をのばしましょう。 

 ２．事前指定書の提案。 

   家族とよく話し合い、終末期をどのように迎え

たいか、事前通知しておくことをお勧めする。

自筆で、日付と署名を入れて、作成する。 

 ３．見ていただきたい桜のこと 

藤沢市民会館前の片山哲像の後ろにある桜 

   藤沢ＲＣの記念事業として植樹した一本。 

     亡き友の 大志をつむぐ 桜かな 

     死後の花見 夢見し友の 桜かな 

 

 

 

 

 

 

本日のお料理 



3 月 25 日 ピースウォーク 

 

 

 

 

 

 

2018-19 年度青少年交換学生 阿部さん 

 

 

市橋 会員と赤シャツ軍団の皆様!! 

 

 

 

 

 

 

 


