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ロータリーソング「奉仕の理想」 

四つのテスト   田中 正明 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・スピーカー：吉村 秀二 様（福岡西 RC） 

 ゲスト：石井 恒男 様 

     （藤沢市みらい創造財団 理事長） 

     金子 昭仁 様 

    （藤沢市みらい創造財団芸術文化部課長補佐） 

     山崎 隆正 様 （慶応義塾大学大学院生） 

     小田 史郎 様 （慶応義塾大学大学院生） 

     武田 知己 様 （慶応大学学部生） 

 ビジター：服部 全弘 様（鎌倉 RC） 

 

≪藤沢市みらい創造財団≪藤沢市みらい創造財団≪藤沢市みらい創造財団≪藤沢市みらい創造財団    寄付贈呈式≫寄付贈呈式≫寄付贈呈式≫寄付贈呈式≫    

 クラブ青少年奉仕事業として、藤沢市みらい創造財   

 団様に寄付を贈呈いたしました。 

財団より、石井理事長、金子課長補佐にお越し頂き、 

寄付に対する、感謝状を賜りました。 

 

 

    

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 

５月８日 ４３（４３）名 ２８名 １５名 ６５．１２％ １名 ２９名 ６７．４４％ 

５月２２日 ４３(４３)名 ２５名 １８名 ５８．１４％ 
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第 2780 地区 

ガバナー   脇 洋一郎 

第 3 グループガバナー補佐 山口 俊明 



    

平成 31 年度事業計画書の 

芸術文化の振興を目的とする事業内 

（２）芸術文化の創造の機会の提供 

   アウトリーチ事業（学校訪問事業） 

の運営に使用していただくこととなっています。 

 

≪入会式≫≪入会式≫≪入会式≫≪入会式≫    

  吉藤 清誉 会員 

SMBC 日興証券株式会社藤沢支店 支店長 

        （紹介者：田中 正明 会員） 

 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・5月 15 日、現・次年度合同会長幹事会が開催され

ました。次年度への引継ぎの他、サンパール広場

で行われます時計塔寄贈贈呈式の日程が、6 月 15

日 10 時よりと発表がありました。ガバナー補佐

と 8 クラブであります。 

 ・企業人事異動のため、國分会員と落合会員が退会

予定とうかがっております。入れ替わりに新しい

方にご入会いただく準備、会員選考委員会とのご

面談を始めております。また、大津会員より、 

退会のご連絡をいただきました。 

6 月いっぱい、まだ人事異動等で入れ替わりが、 

あるようです。他にも新会員候補の方のお話をう

かがっておりますので、ご入会いただけるように

勧めていただきたいと思っています。会員の皆様

よりのご紹介もよろしくお願い致します。 

 ・ 6 月は 5日の記念例会は出席者 70名以上の会と

なる予定です。19日クラブ協議会で下半期活動報

告、26 日最終移動夜間例会となっております。 

  会員皆様のご出席をお願い致します。 

 

≪幹事報告≪幹事報告≪幹事報告≪幹事報告≫≫≫≫    

    ・本日、各委員会委員長宛に今年度所も半期活動報

告書作成依頼をお願いしております。よろしくお

願い致します。 

 

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

  ・椋梨 会員 

   国際奉仕委員会よりの報告です。 

   マレーシアのカジャン RC と藤沢 RC の一緒に 

   やっています公園整備事業で、川岸の土地整備

をして、安全な通路を作っています。5月19日、

植樹会があり、9月の時点で藤沢 RC在籍メンバ

ーの名前を全員記載するということになりま

した。画像などができあがりましたら、報告い

たします。 

   青少年奉仕委員会ですが、5月 24、25 日に青少

年奉仕委員会の全国大会が開催され、参加して

まいります。 

    

 

 

 



≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

     会員誕生日 5月 21 日 杉原 栄子 会員 

        5 月 28 日 廣島 純 会員 

 

 

 

杉原 会員 お誕生日メッセージ 

 

 

廣島 会員お誕生日メッセージ 

 

 

鎌倉 RC 服部様よりご挨拶いただきました。 

いつもありがとうございます。 

 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

    鎌倉 RC 服部全弘 様 

  今日も宜しくお願いします。 

  庭のリュウゼツランのマストの部分が５ｍ位に 

  成長して、これから花をつけるようです。 

  花を咲かせるのは 30～50 年に一回との事です。 

  初めての事で楽しみです。 

 大小原 徹 会長 

  藤沢市みらい創造財団 石井様、金子様ようこそ。 

  鎌倉 RC 服部様ようこそ。日興証券 吉藤様ご入   

  会おめでとうございます。慶応大学、山崎様、 

  小田様、武田様ようこそ。福岡西 RC 吉村様、 

  本日の卓話よろしくお願いします。 

 泉 信子 会員 

  石井様、金子様、ようこそ。 

  慶応の皆様、ようこそ。 

  吉村様、ようこそ。 

 杉原 栄子 会員 

  誕生日プレゼントをありがとうございます。 

  これからもしっかりがんばります。 

 廣島 純 会員 

  誕生日のお祝い、ありがとうございます。 

  アラ還となりました。 

    

    

    

    

    



≪小話≪小話≪小話≪小話    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≫    

 

 岩田 和 会員 

藤沢市の健康診断で、レントゲンを取りましたら、 

肝臓がんが見つかりました。医師より、後半年遅かっ 

たら、命がなかったといわれました。 

我家は昔から漢方薬局をやってますので、私は、将来 

医者になって人のために尽くそうと思っていました。 

高校 3年の時、得体の知れない病気になりました。今 

なら、血液検査ですぐ判るようなことが当時は、判り 

ませんでした。休学したため医学部は諦め、薬剤師に 

なりました。薬剤師になっても医学は、漢方薬と共に 

勉強しています。免疫学やがん学会には、40 年近く席 

をおいておりました。情報収集をしていますので、肝 

臓がんなら、自分で治せると思いました。手術までに、 

ありとあらゆる肝臓に良いものを服用したお陰で、手 

術までには、がんが少し小さくなっていましたので、 

肺は切除せずに済みました。その時、胃の中に 3種類 

のがんがあることがわかりました。日赤病院で手術し 

たのですが、名医が多く、胃のがんは、内視鏡で取っ 

てもらえました。 

他にもがんについて、現在医学的に良いものがあるか 

お話したいことがあります。またの機会をいただけた 

らと思います。 

 

 

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

『『『『職業奉仕とロータリー職業奉仕とロータリー職業奉仕とロータリー職業奉仕とロータリー』』』』    

        ―歴史を振り返りながら――歴史を振り返りながら――歴史を振り返りながら――歴史を振り返りながら―    

福岡西ロータリークラブ職業奉仕委員会福岡西ロータリークラブ職業奉仕委員会福岡西ロータリークラブ職業奉仕委員会福岡西ロータリークラブ職業奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    吉村吉村吉村吉村    秀二秀二秀二秀二    様様様様    

                                        （紹介者：大小原 会長） 

 

 

 

大小原会長より、吉村様のご紹介 

吉村様は、4 月慶應義塾大学大学院修士課程に入学 

され、藤沢にいらっしゃいました。 

 

卓話はご一緒にお越しの慶応大学大学院の同級生 

とのアメリカンフットボールのパスから始まりま 

した。なぜアメリカンフットボール？ 

アメリカンフットボールの前パスというルールが 

始まったのは、1905 年、ロータリーが誕生した年で 

した。 

 



吉村様より卓話概要をいただきました。 

 

       福岡西ロータリークラブ 

         理事 職業奉仕委員会委員長 

                 吉村 秀二 

アメリカ発祥のスポーツであるアメリカンフット

ボールの歴史を通して、当時のアメリカの政治経済

の状況の説明を行った。当時からアメリカンフット

ボールは人気のあるスポーツではあったが、試合に

勝つためには手段を選ばないという、激しい競技で

試合を通して、死者も多数出していた。当時のアメ

リカの実業界も同じように、儲かる為にはなんでも

やるというように、商業道徳が地に落ちていた。当

時 42歳で 26代目の大統領になったセオドアルーズ

ベルトは実業界に対しては、マーシャル法、反トラ

スト法である独占禁止法を施行した。そしてアメリ

カンフットボールについては大学側にその改善措

置の申し入れを行い、その結果、アメリカンフット

ボールに前へパスするルール改善を行った為、スピ

ード感があり、負傷者が出にくいスポーツとなって

いった。この前パスを行う様になったのが我々のロ

ータリークラブが設立された 1905 年である。また

ロータリークラブ最初の社会奉仕活動である市役

所と図書館の横にトイレを設置する活動も数年を

要した。当時はトイレは顧客を囲みこむ為の施設で

あり、公衆トイレを設置されると顧客が減るのので

はないか、というような商売感があったためとおも

われる。以下 DVD の鑑賞に移る。  以上  簡単にま

とめてみました。 

 

 

ロータリー誕生の歴史的背景についてお話いただき

ました。 

 

DVD でロータリーの歴史について見せていただきまし

た。 

 

 

吉村様の慶応の同級生の皆様とご一緒に 

 

 

 

 

 

 

 

 

                本日のお料理 

 


