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１１月 ２７日

天候 雨

ロータリーソング「手に手つないで」

まわさせていただきます。よろしくお願い致しま

四つのテスト

す。

廣島

純 会員

・12 月 4 日(水)例会中に年次総会を開催いたします。
≪ゲスト・ビジターの紹介≫

ご欠席の方は委任所の提出をお願い致します。

ゲストスピーカー：市川

・ロータリーの友 12 月号が参りましたので、お持

洋 様

（地区クラブ管理運営委員会委員長/ふじさわ湘南 RC）
村上

ちかえり下さい。

進 様

（地区クラブ管理運営委員会委員長/藤沢東 RC）

≪委員会報告≫
・椋梨会員

≪会長報告≫

カンボジアへの医療奉仕いよいよ来週行って参

・11 月 23 日、IA 年次大会に廣島委員と出席したし

ります。歯磨き指導を始めて 5 年になります。

ました。湘南学園が発表しました資料を配布しま

子ども達、だんだん歯磨きをするようになってき

した。活動報告書です。お目通し下さい。

ました。あと何が足りないかといいますと歯ブラ

・次年度青少年交換学生に選考されました、龍野莞
奈さんから、ご挨拶のお便りをいただきました。
・12 月 11 日、米山記念館見学と夜間例会、18 日に

シが足りません。皆様からの募金で歯ブラシを
3000 本購入して持っていこうと思います。歯ブラ
シは意外に重くて、荷物の総重量は 130 キロ位に

クリスマス例会・家族会と続きます。体調整えて

なりそうです。頑張ってもって参ります。

ご参加よろしくお願い致します。

今週末、大阪マラソンに参加します。昨年は、骨
折してしまいましたので、今年は慎重に走ってき

≪幹事報告≫

ます。

・本日 3 回目になりましたカンボジアへの募金箱を

出席報告

（

）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

２８名

６５．１２％

会員数
１１月１３日

４４（４３）名

２８名

１５名

６５．１２％

１１月２７日

４４(４３)名

２８名

１５名

６５．１２％

０名

・吉川親睦委員長

≪スマイル報告≫

12 月 18 日(水)18 時より、クリスマス例会・家族

市川 洋 様 地区クラブ管理運営委員会委員長/

会です。今回は、岩崎会員のご紹介で、プロのフ

ふじさわ湘南 RC

ラダンスのチームにお越しただきます。
「真冬のフ

貴重な時間をいただきありがとうございます。

ラダンス」をテーマとして、ご出席者の皆様には

マイロータリー宜しくお願いいたします。

どこかに南国、夏を感じさせる物を身に着けてご

村上 進 様 地区クラブ管理運営委員会委員

参加下さい。

/藤沢東 RC

1 月 8 日(水)は、新年会となります。ご出席をご
予定ください。

本日はマイロータリーの卓話で出席させていた
だきます。よろしくお願い致します。

・新堀 会員

藤田 浩二 会長

12 月 22 日(日)市民会館大ホールで新堀ギターオ

市川委員長、村上様 本日は宜しくお願い致しま

ーケストラが、クリスマスチャリティーコンサー

す。

トを開催いたします。ご案内させていただきます。

瀧澤 秀俊 会員
市川さん、ようこそ！
卓話楽しみにしています。

≪お祝い≫
会員誕生日 11 月 27 日

椋梨 兼彰 会員
椋梨 兼彰 会員

市川様、村上様ようこそ。
本日の卓話、よろしくお願い致します。
誕生日、結婚記念祝いありがとうございます。
51 歳と 23 回目の記念日です。
小河 静雄 会員
市川様、村上様、ようこそ藤沢ロータリークラブ
へ。お二人の話で、ろーたりーを勉強させていた
だきます。
鈴木 大次 会員
市川様、村上様

本日はありがとうございます。

51 歳になられました。

結婚記念日 11 月 24 日

椋梨 兼彰 会員

村上様にご挨拶をいただきました。

椋梨先生、ダブルでお祝いです。

≪小話 3 分間スピーチ≫
瀧澤 秀俊 会員

れた時、冷静な判断ができるか、圧力に屈するかとい
うことを突きつけた問題だと思います。

≪卓話≫

『マイロータリー推進と活用について』
地区クラブ管理運営委員会委員長
RC）
市川 洋 様（ふじさわ湘南 RC
）

大変な被害をもたらした台風 19 号。千葉のゴルフ練
習場の鉄塔が倒れ、近隣 27 件の住宅を押し潰しまし
た。弁護士が代理人として出てきて、事故は天災で、
過失がないから保証はできないと通知をしたところ、
大顰蹙を買いました。保険会社、法律上の立場からは
当たり前のことだったのですが、人非人、冷血非道の
弁護士とネット上で叩かれました。ある解体業者が 4
千万円以上掛かる費用を無料で請け負ったことがヒ

マイロータリーというウェブサイトにあるサービス

ーローのように扱われ、2 ヶ月かけての撤去が終わっ

を皆様に使っていただき、クラブ運営に役立ていただ

たそうです。一昨日、ゴルフ場経営者が通知を出し、

きたいと思います。

ゴルフ場は廃業、土地を売って、被害者の弁償に充て

昨年よりマイロータリー登録推進を進めております

るといいました。皆さんどう受け止めますか。英断で

が、今年登録者 60%を目指しています。

あると思われる方と、この判断はいかがなものかと思

マイロータリーとは、ロータリーの活動や地区・クラ

われる方がいることでしょう。

ブ運営に必要な情報やデータをパソコンやスマホを

このニュース、非常に違和感があります。日本の法律

使って、随時入手できる便利なシステムです。クラブ

の賠償責任は過失責任が基本です。どんなに大きな被

の仮想事務局と、地区、RI を繋げるようなシステム

害があっても過失がなければ賠償責任はゼロです。皆

です。マイロータリーは国際ロータリーの中にありま

さん勘違いされるのが、加害者に賠償責任保険がつい

す。どの様なページがあるかといいますと、現在、ハ

ていると思われていることです。過失がない場合、保

ワイの国際大会へのご案内のページがあります。大会

険金は支払われません。契約者が法律上の約款責任を

内のツアーや、マイロータリーで知り合ったロータリ

負った時に賠償金が支払われます。被害者自身が生命

アンのイベントがあることが紹介されています。

保険や火災保険、自動車保険に入り、手当をしておく

色々な情報を知る事が出来るのですが、戦略経営が

しかありません。天災では過失責任は存在しません。

各項目ごとに画像や動画を使って説明されています。

今回の場合、加害者個人が不動産を処分してまで、賠

定款細則もダウンロードできます。手続要覧を持ち歩

償金を払うという判断をしたことが異例です。報道や

く必要がなくなります。昨年、10 月大幅な変更があり

ネットで叩かれ、無責任で理屈に合わない圧力がこう

ましたので、細則変更などがクラブとしてある場合、

いった判断に至った、悪しき前例となってしまったの

お目を通しておいてはいかがでしょうか。

ではないでしょうか。毎年、大きな災害が来ます。皆
さんも例外ではありません。同じような立場に立たさ

最後にマイロータリーの登録方法を教えていただき
ました。

「My ROTARY アカウントの登録方法」紙の資料事務局
にございます。お声がけください。

各委員会の常務内容を知ることのできるページや、ブ
ラインドリソースセンターでは、ロータリーのロゴや
テーマロゴ、有効的な使い方などが掲載されています。
マイロータリーは、国際ロータリー、クラブ、会員個
人の情報全てがあって、完全なものになります。世界
中のロータリアン会皆さんが登録してくださること
によって、ロータリアンがどこで何をしているとか、

市川委員長、村上様、ありがとうございました。

今後、ロータリーに入ってくる人にクラブの歴史や歩
みを見せる事が出来ます。新しいロータリアンのため
にマイロータリーを作っていっていただきたいと思
います。

「My ROTARY アカウントの登録方法」紙の資料事務局
にございます。お声がけください。

マイロータリーに登録していただくとご自分のプロ
フィールを作る事が出来ます。同じ趣味を持ったロー
タリアンと情報を交換する事が出来たり、クローズド
ネットワークを作ったり、連絡先を交換する事が出来
ます。
ガバナーの掲げた「１クラブ 1 奉仕プロジェクト」を
ぜひ、ロータリーショーケースにアップして、世界中
にアピール発信していただきたいです。他クラブのプ
ロジェクトも見て研究することもことができます。

本日のお料理

エントランスの
藤田会長より市川様、村上様のご紹介

クリスマスツリー

