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１１月 ２０日

天候 晴れ

ロータリーソング「それでこそロータリー」

戻ってくる 15Km コースがあります。後日詳細を

四つのテスト

お知らせいたします。

和田 庄治 会員

藤沢市民祭りのポリオ募金活動の 1 クラブ 13,914
≪会長報告≫

円の寄付を集めることができました。報告させて

・テーブルに仙台南 RC の週報を配布いたしました。

いただきます。

椋梨先生が卓話でいらした回の記事が掲載されて
いますので、ご一読下さい。

≪幹事報告≫

・11 月 17 日(日)、湘南台公園の湘エネ会感謝祭でポ

・11 月 17 日のポリオ募金活動、お疲れ様でした。

リオ募金活動をさせていただきました。ご出席いた

運営の方のご厚意でアナウンスをさせていただ

だき、ありがとうございました。湘南学園インター

きますと、来場の方々が興味をもってチラシを

アクトクラブ 3 名と荒木先生、米山奨学生のウン，

受け取ってくださったり、星谷会員より提供して

チェン キンさんもお手伝い下さいました。総額

いただいた風船をお子様方に渡すと親御さんが

23,156 円集めることができました。運営の方から、

募金してくださいました。ポリオ撲滅の意義やク

PR する機会を作っていただき、無事終える事が出来

ラブについてもお話ででき、よい体験をさせてい

ました。

ただきました。藤田会長が出席者に豚汁とたこ焼

・会長幹事会寄りの報告です。3 月 29 日(日)、ロータ

をごちそうしてくださいました。

リーウォークの開催が決定いました。今回は、参加

・ガバナー月信 11 月号が参りました。第 3 グルー

者目標 800 人としております。事業所の皆様のお誘

プのクラブ紹介で藤田会長の記事と青少年交換

いあわせの上、ご参加下さい。今回は、奥田公園を

委員長として、椋梨先生の文章が掲載されていま

スタートし、江の島の聖火台までの 8Km コースと、

すので、ご覧ください。

さらに 134 号線から鵠沼橋、ヤクルト工場前を通り

出席報告

（

・R 財団とポリオプラス寄付をお願いしております。

）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

３１名

７２．０９％

会員数
１１月６日

４４（４３）名

３０名

１３名

６９．７７％

１１月２０日

４４(４３)名

２５名

１８名

５８．１４％

１名

12 月 20 日までに寄付予定額を事務局にお知らせ
ください。

≪スマイル報告≫
藤田 会長

・テーブルに配らせていただいたお菓子は、IA クラ

17 日のポリオ募金、お疲れ様でした。

ブ員で、次年度の青少年交換学生に選ばれました

石原さん本日のイニシエーションスピーチ楽

龍野莧奈さんから、修学旅行のお土産です。

しみにしています。

メッセージをいただきました。

結婚祝いありがとうございます。

藤沢ロータリークラブの皆さま
この度は色々とお世話になり、ありがとうござい
ました。今後ともよろしくお願いします。
少しですが修学旅行のお土産です。皆さんで召し
上がってください。40 個入りです。
湘南学園高等学校 龍野莧奈

今井 重信 会員
石原さんイニシエーションスピーチ頑張って
ください。
児玉 聡 会員
早退します。
野口 捷代 会員
今日は卓話楽しみにしております。
反田 純正 会員
石原さん 今日のイニシエーションスピーチ
頑張って下さい。楽しみにしております。
石原 哲也 会員
本日の卓話、イニシエーションスピーチを担当

・椋梨先生にお持ちいただくカンボジアへの募金箱、

致します。宜しくお願い致します。

本日もまわさせていただきます。よろしくお願い
致します。
≪委員会報告≫
・吉川親睦活動委員長

≪小話 3 分間スピーチ≫
橋本 憲明 会員

12 月 18 日(水)18 時クリスマス夜間例会・家族会
アトラクションも予定しております。ご家族でご
参加下さい。
1 月 8 日(水)18 時 新年初例会・新年会
となっております。ご予定ください。

≪お祝い≫
結婚記念日 11 月 22 日 藤田 浩二 会長

台風 19 号で自宅が水没したとお話しましたところ、
ご心配いただきましたので、その後どうなっているか
近況を報告いたします。
自宅は二子新地の 220 戸あるマンションです。多摩川
の神奈川側は氾濫しませんでしたが、川の水が逆流す
る内水氾濫となってしまったことが調査結果でわか
りました。私の自宅は、1 階が冠水、地下の電源設備
と駐車場も水没しました。ライフラインが全部だめに
なることが、こんなに辛いのかを痛切に感じました。

エレベーターが止まりました。地下の受水槽も全損し

本日、イニシエーションスピーチを担当致します石原

たので、断水状態でした。2 週間、家族離散状態で、

哲也です。

私は藤沢のホテルを渡り歩きました。クリスタルホテ

まずは、自己紹介ですが、出身は福岡県福岡市です。

ルさんには大変お世話になりました。家内は、おばの

家族は、妻と娘が一人おります。娘は高校 2 年生で部

家、娘は友達のところに行きました。犬がおりまして、

活動としてテニスを楽しんでいるようです。

ペットホテルで一番優雅に過ごしておりました。週末、

私の趣味は、ゴルフ、釣り、海外ドラマ、野球観戦が

家族で家に帰っておりました。一番苦労したのは、水

好きで休日を利用して楽しんでおります。それぞれの

回りです。お風呂、トイレです。私が 20L のポリバケ

趣味については、後程詳しくお話しさせていただきた

ツを 8 階まで運びました。トイレに使うと小の方で 1

いと思います。

回に 10Ⅼ以上使ってしまいます。8 階まで水を運ぶ苦

現職は、株式会社湘南・神奈川に勤務、株式会社ジュ

労が一瞬で流れてしまいます。

ピターテレコムには 1967 年に入社いたしました。

ありがたいことにスポーツジムや銭湯が無料開放さ

また、前職は、医療機器メーカーに勤務致しており、

れていましたので、利用させていただきました。現在

人工心肺装置、心血管カテーテル、手術用機器等を取

は 9 割程度まで、
生活は元に戻ってきました。
一昨日、

り扱っていました。九州、山口の大学病院をはじめ、

固定電話とテレビの地デジ放送が復活しました。駐車

心臓血管外科手術やカテーテル検査を実施している

場は水没しましたが、私の車は水没の 30 分前に出す

病院で、担当のドクターへ機器を案内する仕事を致て

事が出来、開放されていた商業施設の駐車場にとめる

おり、出張の多い日々を過ごしておりました。

ことができ、難を逃れました。

さて、趣味の話を少しさせていただきます。

マンションの生活では、普段住民同志全く交流がない

まずは、「ゴルフ」です。写真は私が所属する立川国

のですが、この危機をどう乗り越えるか協力作業をす

際カントリー倶楽部です。

ることによって、絆が出来ました。家族はどうだった

ゴルフ歴は 30 年位あるのですが、全くのプライベー

かといいますと、不規則でピリピリした生活の中で喧

トゴルフで友人や会社の同僚と楽しむだけでした。昨

嘩が絶えませんでした。この経験をして、日頃当たり

年夏に会社の同僚に誘われ、リクルート CUP 団体戦の

前と思っていた生活がこんない素晴らしいのかを痛

試合に出場したのがきっかけで、競技ゴルフをやって

感しました。健康面を含めた普通の生活の喜びを噛み

みたいという思いがわいてきて、立川国際のメンバー

しめながら生きていこうと思いました。

になった次第です。休日の日曜日はゴルフに出かけて、
練習に励んでおります。

≪卓話≫

『イニシエーションスピーチ』
株式会社ジェイコム湘南・神奈川
常務取締役
石原 哲也 会員

次は、「魚釣り」です。九州・山口在住の頃は磯釣り
を楽しんでいました。チヌ（関東では黒鯛）やグレ・
クロ（関東ではメジナ）を狙って、大分や佐賀、長崎
あたりまで釣行していました。関西勤務になってから
は磯には行けなくなり、新たに筏釣りを覚えて福井県
の若狭湾あたりにちょくちょく釣行していました。残
念なことに、東京に戻ってからは海が遠くなってしま
いました。

会社の概要、業績については皆さまご存じの通りでご
ざいますので、説明は省略させていただきますが、皆
様のご支援、ご協力のおかげで順調に推移致しており
ます。
私の勤務は非常に転勤が多い勤務で、その勤務地は福
岡からはじまり、下関→東京→福岡→下関→大阪→堺
→東京→神奈川と各地を転々と異動して今年の 4 月か
ら藤沢市勤務となっております。（現在は横浜に事務
所を移転）
当社のサービス内容についても皆様すでにご存じの
事と思いますので、説明は省略させていただきますが、
もう一つの趣味は、
「海外ドラマ」です。仕事柄、様々

地域情報の発信ツールとしてのコミュニティーチャ

なテレビコンテンツに触れるのですが、なかでも海外

ンネルとアプリについて映像と画面をご覧いただき

ドラマが好きで良く観ています。ハリウッド映画並み

たいと思います。

の映像クオリティと見応えのあるストーリー展開が
魅力です。皆様も是非、当社のチャンネルでお楽しみ
頂けると幸いです。

コミチャンにはロータリアンの皆様にも一部ご出演
を頂いておりますが、地域のイベント等をデイリーニ
最後にご紹介する趣味は、
「野球観戦」です。福岡出

ュースや特別番組として放送することにより地域情

身なので必然的にホークスの大ファンで、テレビでの

報の発信に努めております。

観戦はもちろん、西武ドームや千葉マリンスタジアム、

また、
「ど・ろーかる」というアプリを利用していた

交流戦の東京ドームや横浜スタジアムにも機会があ

だくと、スマホやタブレットでも地域情報ご覧いただ

れば娘と二人で足を運びます。来シーズンは本拠地福

くことが可能になっております。是非一度、お試し下

岡ドームでの試合観戦が叶うと良いなと秘かに願っ

さい。

ております。

これにて、私のイニシエーションスピーチを終わりま
す。ご清聴ありがとうございました。

本日のお料理

11 月 17 日（日）
湘エネ会合同感謝祭 ポリオ募金活動

