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NO.3       第 3121  例会    ２０１８年  ７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」 

四つのテスト  廣島 会員 

 

≪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≫    

  ゲスト：國分 孝夫 様（牟田口 会員のご後任） 

               （紹介者：泉 会員） 

      ウン，チェン キン 様 

            （藤沢RC委嘱米山奨学生） 

          （紹介者：小河 カウンセラー） 

      阿部 浩太郎 様 

        （2018-19 年度青少年派遣交換学生） 

                    (紹介者：川上 カウンセラー) 

      阿部 妙子 様 

            （阿部浩太郎さんのお母様） 

          (紹介者：川上 カウンセラー) 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・ガバナーより、7 月の西日本豪雨被害地への義援    

  金協力依頼が参りました。後ほど募金箱をテーブ 

  ルにまわしますので、よろしくお願いいたします。 

 ・湘南学園より、理事長先生の交代のご案内が参り 

 

   ました。 

  ・第 4回会長幹事会の報告です 

   1．ヤングアメリカンのワークショップが 8月 

     3～5 日、湘南台文化センターで開催されま

す。ご興味のある方は、是非いらしてくだ

さい。 

   2．9 月 12 日（水）ガバナー公式訪問です。 

     脇 洋一郎ガバナーがいらっしゃいます。 

     9 月 10 日（月）地区大会ゴルフコンペ。 

     10 月 13（土）、14（日）地区大会です。 

    

        本日のゲスト、ウン，チェン キンさんの出身地 

        マレーシアと阿部浩太郎さんの派遣先、ブラジル 

  ベロオリゾンデについての情報をご披露。 

  

 ・7月 14 日（土）R財団セミナーと地区補助金管  

  理セミナーが開催されました。出席者は、小河 

クラブ奉仕委員長、長津R財団・米山副委員長、 

大野木 地区平和フェロー・奨学金・VTT 委員と 

私（大小原会長)。終了証をいただきました。 

    

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 

７月４日 ４４（４４）名 ３２名 １２名 ７２．７３％ １名 ３３名 ７５．００ ％ 

７月１８日 ４４(４４)名 ３０名 １４名 ６８．１８％ 
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≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・7月 25 日（水）新堀ライブ館で夜間例会です。 

  ご出欠に締め切りが19日となっておりますので、 

         お返事がまだに方は、事務局にお知らせください。 

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・鈴木 親睦活動副委員長 

  7 月 25 日（水）第 1回夜間例会と新会員歓迎会 

  新堀ライブ館 B1F「ライブハウス N」18：00～ 

  ご出席ください。 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

        大小原 徹 会長 

   阿部さん、ウン，チェン キンさん、國分さん 

   ようこそお越し下さいました。 

   杉本さん、イニシエーションスピーチ頑張って 

下さい。楽しみにしています。 

  今井 重信 会員 

   先週の例会（協議会）休みました。すみません。 

  泉 信子 会員 

   ジェイコム湘南 國分さま、ようこそいらっし

ゃいました。 

   杉本様 卓話たのしみにして居ります。 

  椋梨 兼彰 会員 

   ウン，チェン キン君、阿部君、お母様、 

國分様 本日はようこそ。 

  大西 勝彦 会員 

   杉本さん、イニシエーションスピーチ、よろし

くお願いします。 

   阿部君、お母様ようこそいらっしゃいました。 

   ブラジルでの生活を楽しんで下さい。 

  大野木 加代子 会員 

   杉本さんイニシエーションスピーチがんばっ

て下さい。 

   國分さん、ようこそ!!選考会お疲れ様でした。 

   ウン，チェン キンさん 阿部さんようこそお

いで下さいました。 

  川上 彰久 会員 

   杉本さんイニシエーションスピーチ、堀社長の 

   期待に応えて頑張って下さい。 

   阿部君、お母様ようこそ。いよいよブラジル行     

   きですネ！ 

   ウン，チェン キン君ようこそ。 

   國分さん よろしくお願いいたします。 

  藤田 浩二 会員 

   ウン，チェン キンさん 阿部さん、國分さん 

   ようこそ!! 

   杉本さん 楽しみにしています。 

  児玉 聡 会員 

   6 月の最終例会で結婚記念日のお祝いを頂き 

   ありがとうございました。 

   大小原会長 一年頑張って下さい。 

  吉野 貴美 会員 

   暑い日が続いております。 

お体にご自愛下さい。 

  小河静雄 会員 

   杉本さんスピーチ楽しみにしています。 

  星谷 けい子 会員 

   杉本さん 江ノ島水族館のご縁はどうだった

のでしょうか。お話楽しみです。 

 

≪バナー贈呈≫≪バナー贈呈≫≪バナー贈呈≫≪バナー贈呈≫    

        2018-19 年青少年交換派遣学生 阿部浩太郎さへ 

  川上カウンセラーより、藤沢 RC バナーの贈呈 

    

    

    



 川上 カウンセラーより 

  一年間、ブラジルへ行ったきりで、家族と連絡取

ることもないそうです。 

頑張ってたくましくなってきて下さい。 

    

≪≪≪≪3333 分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫    

  笛田 美佐子 会員 

   事業所の都市対抗野球、バドミントン部、ボー 

   ト部チームのご活躍、パラリンピックの陸上選 

手についてお話くださいました。 

   各チームメンバーの資料をいただきました。 

 

 

    

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

『イニシエーションスピーチ』 

株式会社 江ノ島水族館 

施設統括部長 杉本 繁則 会員 

 

1967 年 10 月 30 日生まれ 

東京、葛飾のご出身。下町の職人気質の家に育つ。 

神奈川在住は、大学から。 

高校大学時代は、トライアスロン競技をしていた。 

当時まだ国内大会がなかったため、アルバイトで費用

をためて、海外の大会に出場していた。 

1991 年、旅行会社 JTB に入社。14年間勤務。国内旅

行の商品企画を 7 年間、その後、海外旅行の企画をし

ていた。海外旅行の企画では、マラソンツアーを担当

していた。ホノルル、マウイ、ゴールドコーストなど    

のマラソン大会ツアーに企画、添乗し、お客様と供に

マラソンに参加した。苦しい競技を楽しんでいただく

ために、サンタクロースや、ピエロなど、いろいろな

扮装をして盛り上げていた。 

当時の旅行業界は、お客様が店舗に足を運んで必要な

情報を得てもらい、旅行を購入するという形から、イ

ンターネットの発達によって、自宅にいながら様々な

情報を得て、個人で予約購入する時代になっていた。 

新江ノ島水族館には、リニューアルオープン後の業務

拡大時に入社。観光産業で培ってきた経験を生かすこ

とだできることできると考えた。 

 

日本は、人口あたり最も水族館の数が世界一多い国。

日本人の 3人に 1人が 1年に一度は水族館を訪れてい

ることになる。 

最近の水族館の傾向として、3D プロジェクションマッ

ピングをとりいれた企画が話題となっている。水族館

でプロジェクションマッピングを取り入れたのは、日

本では新江ノ島水族館が 最初となった。その後いく

つものプロジェクションマッピングの企画を発表し

てきている。藤沢市の観光客数の増加と共に新江ノ島

水族館の入館者数も増えている。 

新江ノ島水族館の特徴としては、犬種は限られるが、

ペットと一緒に楽しんでいただける期を設けたり、藤

沢市の成人式を行ったり、海岸美化活動にも力を入れ、

お客様と共に清掃活動を行っている。 



今年の新江ノ島水族館の話題としては、3 月、人気の

コツメカワウソが、仲間入り。またこの夏には、カピ

バラが新しく仲間入りした。 

来春イルカショーのリニューアルも決定している。 

ウミガメの繁殖施設を作り、4年目にして 100 固体の

産卵が確認された。8 月末に誕生する予定。ウミガメ

は体長 2メートル、寿命 100年になるといわれるので、

一部は沖縄で放流予定。 

ペンギンの赤ちゃんの誕生や、湘南名物のシラスを世

界で唯一自然繁殖しており、食べるだけでなく観察も

できる。また、お泊りナイトツアーや、バックヤード

ツアーなどの企画も続けている。 

これからも愛される水族館を目指して参りたい。 

 

 

 

 

例会後、杉本会員イニシエーションスピーチお疲れ様

でした。 

 

吉川 S.A.A リーダーより、西日本豪雨被害のあった、

高校野球広島県大会の選手宣誓のご紹介がありまし

た。 

 

國分様 よろしくお願いいたします。 

 

 

ウン，チェン キンさん 

 

阿部さん お菓子をお土産にいただきました。 

    

 

 

 

 

本日のお料理 


