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ロータリーソング「 奉仕の理想 」

彰久

大谷新一郎
端山創之

９ 日

天候 雨のち晴れ

≪幹事報告≫

四つのテスト

・本日、例会後理事役員会を開催いたします。
本・次年度の理事やくいんのかたは、ご出席を

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
ゲスト・ビジターの紹介≫

お願いいたします。

ゲストスピーカー：三觜 隆嗣 様

・田クラブへのメークアップ、地区委員会、セミナ

（紹介者：小澤 会員）
ゲスト：小澤 智幸 様

ー、地区行事、第３G 行事などにご出席なさった
時は、お知らせいただくか、出席カードを事務局

（紹介者：小澤 会員）

へお持ちください。

小澤 正幸 様
（紹介者：小澤 会員）

≪委員会報告≫
・小澤 プログラム委員長

≪会長報告≫
≪会長報告≫

本年度内のプログラム、皆様のおかげで確定する

・今日は何の日？ アイスクリームの日 黒板の日
悟空の日

ことが出き、ありがとうございました。中でも
泉会員には、多くのゲストスピーカーをご紹介い

・5 月 5 日、ゴールデンウィーク中に青少年交換の
オリエンテーションがあり、椋梨委員長が出席。

いただきました。お礼申し上げます。
ここからは私事ですが、この度、新たな事業に挑

・5 月 19 日、湘南学園で総合学習に参加の依頼が参

戦することとなり、後任に席を譲ることと致しま

りました。大西会員、大小原会員、瀧澤会員、藤

した。私に賜りましたご支援を後任にもよろしく

田会員と川上で出席いたします。

お願い申し上げます。この後、ロータリーに再び

・5 月 26 日、地区新会員の集いのご案内がありまし
た。

出席報告

ロータリーに参加する機会がありましたら、他に
行かず、藤沢ロータリークラブに戻ってまいりま

（

）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

３５名

７７．７８％

会員数
4 月１８日

４５（４５）名

３４名

１１名

７５．５６％

５月 ９日

４５（４５）名

３０名

１５名

６６．６７％

１名

す。この地域で、さらに必要とされる企業となれ
るよう努力してまいります。今後共よろしくお願
い申し上げます。

≪スマイル報告≫
川上 彰久 会長
三觜理事長

卓話よろしくお願いいたします。

小澤智幸様 面接お疲れ様でした。
≪お祝い≫

小澤正幸様 ようこそ。

会員誕生日 4 月 18 日

金子 美雄 会員

5月 2日

藤田 浩二 会員

安藤 孝光 会員
田中さん 先日は写真ありがとうございまし
た。
泉 信子 会員
三觜様 卓話たのしみにして居ります。
小澤様 ようこそいらっしゃいました。
椋梨 兼彰 会員
三觜様、本日の卓話よろしくお願い致します。
小澤智幸様、小澤正幸様、本日はようこそ。
金子 美雄 会員
誕生祝い、ありがとうございました。
大野木 加代子 会員
結婚祝いありがとうございます。
なんと、42 年になります。お互いなんと忍耐強
いなと思っています。あと少しがんばります。
三觜さん、よろしくお願い申し上げます。
藤田 浩二 会員
誕生日祝い、ありがとうございます。
岩崎 智子 会員
先日は、私のイニシエーションスピーチにお付
き合いくださりありがとうございました。
緊張で何を話しているか分からなくなりまし
た。
三觜様、今日の卓話楽しみにしています。

結婚記念日

5 月 9 日 大野木 加代子 会員

小澤会員の三觜様後紹介

≪卓話≫

他にも江の島にある 1964 年の東京オリンピッ
クの記念モニュメントを新しいヨットハーバ

『青年会議所の活動』
ーに移動させるという仕事もしている。

一般社団法人 藤沢青年会議所
2018 年度理事長 三 觜
隆 嗣 様

青年会議所について
アメリカで始まった教会のダンススクールが始
まりだった。青年が議論をする場として発展し、
ヘンリー・ギッセンバイヤー氏によって、組織さ
れ、若い市民（Junior Citizens）が 1915 年、
JC(青年会議所)となった。
日本青年会議所が発足したのは 1951 年。モント
リオールの世界会議で JCI 国際青年会議所に加入
が承認された。当時 JCI 会頭、フィリピン出身の
ラモン・デル・ロザリオ氏は、日本青年会議所を
日本の民間団体として、国際社会への復帰を戦後

三觜様は藤沢羽鳥のご出身

最初に実現させた。そのときに言葉、

建設会社の社員

「JC には、国境も民族もない。

事業内容のひとつに現在では珍しくなってしまった

それは、全世界の青年のものである。その誇りに

引き屋がある。

おいて、われわれはいまここに、かつての敵国日
本の、JC 代表団を心からなる歓迎をもって迎え
ようとする」
JC の三心情は、
「修練、奉仕、友情」
、これを通し
て、様々な活動を続けている。
藤沢青年会議所の設立は、1966 年。活動としては、
会員によるものと、市民参加型の企画も多くある。
活動を成功させるのに大切なのは、準備、設営で
あると考える。それが修練といえるのではないか。
講演会や子ども達に体験授業をしてもらう奉仕、
さらにそれを達成できた時に友情が生まれると
考える。これまでの取組みの主な物を紹介。

道路拡張のため、家を移動させる!!

1971 年意始まった JC 杯サッカー大会は、今年で
45 回目となる。
1975 年には、映画「緑の街づくり」を地域で製作、
放映し、1978 年の市民活動である緑いっぱい市民
の会に繋がった。
1980 年、藤沢宿場祭りを遊行寺にて開催。
1990 年には、藤沢市議会会場子供たちに市会議員
体験をしてもらう子ども未来会議を開催した。
1999 年には、役目を終えた江の島展望灯台をライ
トアップ事業。資金は明かりを一個千円で、市民
に購入してもらった。
2015 年藤沢青年会議所 59 周年事業は、 江の島

鐘付堂 基礎修復のための引き上げ作業の様子

展望灯台デッキで開催した。

本年、4 月には藤沢市役所新庁舎で、子ども議会を
開催。藤沢市の議員定数と同じ 36 名の子どもたち
に市議会の模擬会議を体験してもらった。

藤田会員 お誕生日メッセージ

大野木 会員 結婚記念日メッセージ
青年会議所に所属して 10 年になるが、育ててくださ
った先輩たちの力の大きさを感じている。

ロビーのお花
本日のお料理

金子会員 お誕生日メッセージ

