
 

■創 立 ／ 昭和 29 年 6月 3日                ■第 66 代  会長 ／ 藤田 浩二   幹事 ／ 吉野 貴美 

■事務所 ／ 藤沢市藤沢 93 新堀ライブ館 204  TEL：0466-25-4000 FAX：0466-26-9292 E-mail：info@fujisawa-rotary.com 

■例会日 ／ 毎週水曜日 12:30～13:30          ■例会場／ 湘南クリスタルホテル TEL：0466-28-2111 
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国歌「君が代」 

ロータリーソング「我らに生業」 

「四つのテスト」  石原 哲也 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：猪俣 徳美 様 

         （おれんじリング湘南事務局長） 

 ゲスト：小山 裕之 様 

      （おれんじリング湘南 広報・編集担当） 

 ゲスト：龍野 莞奈 様 

 （2020-21 年度青少年交換学生 / 湘南学園高等学校） 

     龍野 千歳 様 

             （龍野莞奈さんのお母様） 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・本日おれんじリング湘南より、卓話にお越しいた

だきました。広報担当の小山様が、写真撮影なさ

います。ご揚力お願い致します。 

 ・青壮年交換学生の龍野さんより、お菓子をいただ

きました。川上会員に伺ったところ、並ばないと

買えない貴重なお菓子だそうです。大切にいただ 

 

  来たいと思います。龍野さん、空手をやっている 

  そうで、カナダに行っても心配ないかと思います。 

  選考の面接では、瓦を割るパフォーマンスを披露 

  してくれました。昨年は、残念な結果でしたが、 

  1 年間頑張って、今回は 1 番で選考されました。 

  本当に努力されている方です。クラブとしても、 

  カウンセラーとしても今後とも応援していきた 

  いと思います。 

 

 

 

 

 

 

         お菓子ごちそうさまです！ 

         とても美味しくいただきました 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・2020-21 年度の予約注文受付が参りました。ご案 

  内は、受付にございます。事務局でご注文を受け 

  ます。2 月 21 日しめきりです。 

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 

１月 ２２日 ４５（４４）名 ２９名 １６名 ６３．６４％ ２名 ３０名 ６８．１８％ 

２月５日 ４５(４４)名 ２４名 ２０名 ５４．５５％ 

   

2019-2020 年度 

藤沢ロータリークラブ週報 
2019-2020 年度 RI テーマ 
 
 
 
 
 
第 2780 地区 

ガバナー   杉岡 芳樹 

第 3 グループガバナー補佐 渡邊 昭 



≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

・大小原地区補助金配分・VTT 委員会委員 

 地区委員会より、相模原南RCへ卓話で参りました。 

 皆様よりいただいている寄付金がどのように使わ

れているか、ポリオ根絶、平和フェローの留学生、

平和活動、社会貢献活動などに有効に使われている

ことを説明してきました。ロータリーの根幹をなす

啓蒙活動です。今後も続ていきたいと思います。 

・大野木 R 財団・米山委員長 

 2月 2日に、R財団奨学生の帰国報告会に藤田会長、

野口会長エレクトと行って参りました。R 財団奨学

生は、皆様より年次寄付として 2 万円いただく寄付

の内、7 千円分を使って、優秀な人材を世界に送り

出しております。一昨年留学した学生が、今回帰国

して研究を報告しました。東京大学からコロンビア

大学に留学した山本一真さん、青山学院大学からプ

リストル大学に留学した石山紗衣さん、医師の清水

少一さんはタイのマヒドン大学から、一時帰国され

ての発表をしてくださいました。皆さんのご寄付が

具体的な形になって、素晴らしい人材を生み出して

いることがよく理解できました。ロータリーが、世

界の平和を築く人を生み出していることを実感し

ました。次の報告会には、より多くの方ご参加いた

だきたいと思います。よろしくお願い致します。 

・椋梨 兼彰 会員 

 6 月のハワイ国際大会についてもお知らせです。現

在、参加予定者は 8 名です。まだ募集に間に合いま

すので、参加希望者はお声がけください。 

 

 

≪≪≪≪青少年交換学生にバナーの授与青少年交換学生にバナーの授与青少年交換学生にバナーの授与青少年交換学生にバナーの授与≫≫≫≫    

    

龍野莞奈さんは 7月より1年間カナダに派遣されます 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

 藤田 浩二 会長 

  猪俣様、小山様、本日の卓話 宜しくお願い致し 

  ます。 

龍野さん、お母様本日は藤沢ロータリークラブへ 

ようこそ。お菓子ありがとうございます。 

泉 信子 会員 

 欠席続いております。いまリハビリで頑張って居 

りますので、よろしくお願い致します。 

 椋梨 兼彰 会員 

  猪俣さん、小山さん、龍野さんとお母様ようこそ。 

  本日 遅刻して申し訳ございません。 

 川上 彰久 会員 

  皆様のご指導のおかげで本日操業135年を迎える 

ことが出来ました。ありがとうございます。 

 鈴木 大次 会員 

  猪俣様、小山様 本日はありがとうございます。 

  卓話楽しみに致して居ります。 

  

 

≪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≫    

   大沢 勝実 会員 

 

皆若い部下との接し方、ジェネレーションギャップを 

感じることはあるでしょうか。銀行では、年4回転勤、

異動があります。今回、部下の移動が決まり、送別会

をしました。2次会でカラオケに行ったのですが若い

部下が多く、20 代 30 代が中心です。私自身は、若い

つもりでいるのですが、部下から見たらそうではない

ようです。カラオケの曲が全く違います。皆さんは、

無理に若い曲を歌っていませんか。最近、若い人曲が

歌えません。90 年代の歌を歌うと引かれてしまいます。 



今の若い人たちはゆとり世代です。彼らとどのように

接していったらよいか考えます。金融業界でも若い人

の離職がありますが、今の支店では、和気藹々とやら

せていただいています。まずは、お互いの信頼関係を

どう作るかが重要だと思います。私は男性と女性では、

区別をしています。男性には、感謝の念と尊敬の念を

もって、声がけをしています。女性には、特に若い世

代には、「頑張れ」と言わないように、共感をもって

接するようにしています。これを心掛け、支店運営を

しています。幸い、良い運営をさせて頂き、部下のお

かげだと思っています。こういうことが世代を超えた

繋がりを持つということではないでしょうか。 

 

                                                                

    

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

『誰もが安『誰もが安『誰もが安『誰もが安心安全に暮らすことのできる心安全に暮らすことのできる心安全に暮らすことのできる心安全に暮らすことのできる    

地域づくりを目指して』地域づくりを目指して』地域づくりを目指して』地域づくりを目指して』    

～おれんじリング湘南の活動を通して～～おれんじリング湘南の活動を通して～～おれんじリング湘南の活動を通して～～おれんじリング湘南の活動を通して～    

        おれんじリング湘南おれんじリング湘南おれんじリング湘南おれんじリング湘南    

        事務局長事務局長事務局長事務局長    猪俣猪俣猪俣猪俣    徳美徳美徳美徳美    様様様様    

 

 

皆様こんにちは、「おれんじリング湘南」事務局の猪

股と申します。同じく事務局広報を担当しております

小山です。本日はお招きいただきまして、ありがとう

ございます。本会代表の林美佐が体調不良により参加

できなくなり大変ご迷惑をおかけいたしまして、誠に

申し訳ありません。 代わりに猪股が「おれんじリン

グ湘南」の活動をご紹介いたします。 

初めに初めに初めに初めに 

高齢者問題、認知症問題、介護の話など、テレビや新

聞でも毎日のように話題に上がり、乗り物、病院の待

合室などでは、お年寄り同士の会話も同じ様な内容の

話を必ずと言っていいほど耳にします。 

私たちは、本会を立ち上げる以前から、様々な会で活

動をしておりましたが、何か少しでも地域社会に貢献

できるようにと考え、数か月の勉強期間後に本会を立

ち上げました。 

最初は出席者も 4，5 人でしたが、回を重ねるごとに

参加者も増え、定例会時には毎回 25 人前後の方に参

加していただき、講師の方々からもリクエストをいた

だくなど、いつも和気あいあいと楽しく勉強をさせて

いただいております。 

具体的な活動内容について具体的な活動内容について具体的な活動内容について具体的な活動内容について    

会のメーンとしては認知症・高齢者・地域社会問題に

取り組んでまいりましたが、回数を重ねるごとに勉強

内容も重複、講演に来てくださる講師の方にも限界が

あり、参加者も同一内容ばかりでは飽きてしまうこと

と、マンネリ化防止の意味でも、様々な専門の部署か

ら講師をお呼びしての講演をしていただくこととし

ました。（喩えますと、市社協においては活動と事業

についての講演、市役所においては道づくり・バリア



フリー・情報公開制度・その他についての講演、保健

予防課においては感染症の予防・ゲートキーパー養成

講座などの講演、介護施設からの派遣職員によるロコ

モ、コグニサイズ、かわせみ体操の実技指導など）、

また、脳トレの出題・解題、漢字教育サポーターによ

る漢字講座など色々取り入れて、勉強をしてまいりま

した。 

また、他の団体との共催で、体力増進とストレス開放、

親睦をかねてのハイキングなども取り入れて実施し

てきました（大山街道を歩く・辻堂の旧跡巡り、発掘

現場訪問、そのほか）。 近年、藤沢市より、住民同

士のつながりや支えあいを大切にしながら、人の

和を広げ、誰もがいきいきと健やかに暮らせるま

ちづくりを目的に、多様な地域住民が気軽に立ち

寄れる居場所を作ることを目的に開始した、「地

域の縁側」事業という制度があります。本会も発足半

年後から昨年 3 月まで指定団体でした。 

 

 



 

 

ここにきて指定を受けた団体も数多く出現し、（2018

年には 35 団体、市の目標 40 団体）ここで一度事業か

ら外れ、今後の方針として法人化を選択肢の一つに、

今まで以上に会の活動範囲を広げ、さらなる会員のレ

ベルアップ、スキルアップを目標に、日々奮闘中です。 

（おれんじリング湘南 事務局長 猪

股徳美 事務局広報担当 小山裕之） 

―おれんじリング湘南― 

 

御礼御礼御礼御礼 

この度は栄誉ある貴重な機会を賜りまして、ありがと

うございました。 

本来わたくしがお伺いいたしますところを体調不良

により伺うことが叶いませんでしたことを心よりお

詫び申し上げております。 

「おれんじリング湘南」は地域を特定せず、認知症に

なる前に「顔」と「顔」がみえる関係づくりを大切に、

これからも勉強・情報交換の場として参りたいと思い

ます。ロータリークラブさんの理念「つながり」とも

相通ずる部分があるかと思います。 

これを機会に今後ともご教示をお願い申し上げます。

さいごとなりましたが、貴重な機会をご提供くださり

ました、鈴木大次プログラム委員長、準備段階から厭

うことなく調整くださりました、事務局金田様、猪股

の卓話を熱心にお聴き頂きました、藤田浩二会長以下、

皆々様に御礼申し上げると共に、一層のご発展をお祈

り申し上げます。 

      （おれんじリング湘南 代表 林 美佐） 

 

藤田 会長より謝辞 

 

 

                 本日のお料理 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ホテル 

エントラスホール 

               上の白いのは猫柳 


