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≪会長報告≫

ロータリーソング「奉仕の理想」
「四つのテスト」

会長

久保田 英男
市川 洋

吉野 貴美 会員

・本日は久保田ガバナー、ようこそお越しください
ました。緊張しておりましたが、先ほどお話させ

≪ゲスト・ビジターの紹介≫

ていただき、気さくな方で、気持ちをほぐして

久保田 英男 様

下さいました。

(2020-21 年度国際ロータリー2780 地区ガバナー/

本日、会員一同お話を伺うのを大変楽しみにして

鎌倉 RC）
市川 洋 様

おります。
よろしくお願い致します。

(2020-21 年度国際ロータリー2780 地区
第 3 グループガバナー補佐/ふじさわ湘南 RC)

≪幹事報告≫
・例会後、ガバナーと会員皆さまの懇談会を開催
致します。ぜひご参加下さい。
・9 月 2 日の理事役員会報告
次年度グローバル補助金管理セミナーには
R 財団委員長の大貫会員が出席予定。
今年度、藤沢クラブがホストを務めます、
2 月 13 日の IM、
実行委員長が選任されました。
瀧澤会員にお願い致します。
湘南クリスタルホテルより、例会食費の値上げ
交渉がございました。会費の値上げではなく、

ガバナーのご入場！！

（

今年度は会計よりの拠出で了承いたします。

）内は計算に用いた会員数

出席報告
＋〔 〕は Zoom 出席者
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

３０名

６９．７７％

会員数
８月２６日

４４（４３）名

２８＋〔１〕名

１４名

６７．４４％

９月９日

４４(４３)名

２７名

１６名

６０．０５％

１名

皆様、お気づきかと思いますが、久保田ガバナーの

大野木 加代子 会員

事業所の「鳩サブレー」を心ばかりのおもてなしに

久保田ガバナー様、市川ガバナー補佐さま、

お配りしました。お召し上がりください。

ようこそ藤沢ロータリークラブへ
皆出席お祝い、先週ありがとうございました。

≪委員会報告≫
・椋梨 地区青少年交換委委員長
先日 2019-20 年度の青少年交換帰国学生の報告会
と解団式が行われました。参加者人数制限のため、

川上 彰久 会員
久保田ガバナー、市川ガバナー補佐、ようこそ
藤沢ロータリークラブへ。
大小原 徹 会員

生ライブ配信となりました。大変評判がよく当日

久保田ガバナー、市川ガバナー補佐、ようこそ

1500 名の方に視聴いただきました。関心が高いこ

藤沢ロータリークラブへ。

とが解りました。

今日はよろしくお願いします。

今年度は、インバウンドもアウトバウンドの学生

小河 静雄 会員

もいない状況となりますが、次年度に向けて準備

久保田ガバナー、市川ガバナー補佐、ようこそ

をしておりますので、今後ともご協力よろしくお

藤沢ロータリークラブへ。

願い致します。

よろしくお願いします。
廣島 純 会員

≪スマイル報告≫
久保田 英男 様(2780 地区ガバナー/鎌倉 RC)

ガバナー訪問、久保田様、本日はよろしくお願い
致します。

近くにいながら貴クラブの例会は初めての訪問
となります。
本日は名門、伝統ある藤沢クラブのお話を伺い、

≪小話 3 分間スピーチ≫
和田 庄治 会員

そしてともに未来を語り合えればとても嬉しく

私の職業は、宝石商です。本日は合成ダイヤモンドに

思っています。

ついてお話します。

本日はよろしくお願い致します。

合成ダイヤモンドは、1950 年代に合成に成功しました。

市川 洋 様（2780 地区第 3G AG/藤沢湘南 RC）

高温高圧合成、化学気相蒸着法などの最先端の技術に

本日は久保田ガバナーのお供で参りました。

よって、天然ダイヤモンドを同じ成分で造られており

宜しく御願い致します。

ます。合成ダイヤモンドは、ジュエリー以外での多く

野口 捷代 会長

の分野への応用が期待さています。シリコンチップを

本日はご多忙のところ、久保田ガバナー様、市川

合成ダイヤモンドチップ、時計のサファイヤガラスか

ガバナー補佐様、ようこそお越しくださいました。

ら、合成ダイヤモンドガラスに。スマホなどにも硬質

貴重なお話をありがとうござます。

で割れない、傷つかないというメリットは甚大で、今

瀧澤 秀俊 会員

後採用が期待されます。

久保田ガバナーようこそ！

2018 年 5 月、天然ダイヤモンド最大シェアを持つデビ

大変な年度になりましたが、全力で応援致します。

アス社は、低価格の合成ダイヤモンドジュエリーの新

よろしくご指導下さい。

ブランド「ライトボックス」で販売を始めました。

和田 庄治 会員

アメリカでは、千社以上がブライダルジュエリーとし

久保田ガバナー、市川ガバナー補佐、ようこそ

て、合成ダイヤモンドを販売しております。デビアス

藤沢クラブに。本日はよろしくお願い致します。

の合成ダイヤモンドは、ホワイト、ブルー、ピンクの

皆出席をお祝いいただきありがとうございます。

3 種類があります。カラット数で価格が変わり、2 万

椋梨 兼彰 会員

円位からです。製品には、全てレーザーで刻印があり、

久保田ガバナー、市川 AG、本日は公式訪問、よろ

天然と合成とを明確に分けています。また、スワロフ

しくお願い致します。

スキー社では、16 色の合成ダイヤモンドを販売してお

本日のリングは「ゆであずき」です。

ります。

合成ダイヤモンドは、製品内部にレーザー刻印をして、

このような状況の中で、どのようにしていったらよい

宝石判別機械で、確実に天然との判別をする事が出来

か、考えさせられる時間となりました。

ております。日本では合成ダイヤモンドという名称で

今年の地区のテーマ、
「together+もっと自由に」。
「一

統一しておりますが、GIA アメリカ宝石学協会では、

緒に」という together は、コロナ禍になる前に考え

ラボグロウンダイヤとして表示しており、国によって

ていた言葉です。これこそロータリー、皆と会って、

表示が違います。日本では、京都の今与が SHINCA と

直接触れ合い、互いの考えを話し合うことによって、

いうブランド名でラボグロウンダイヤ 2018 年 10 月か

はじめてロータリーは成り立つと思っておりました。

ら販売しております。

このような状況下で、言葉を変えるべきかとも考えま

合成ダイヤモンドのお話でした。

したが、やはり、これで行こうと思いました。私たち
は、こうして一緒にテーブルを囲み、会話し、新しい

≪卓話≫

ガバナー公式訪問
20202020
-21 年度 2780 地区ガバナー
RC）
久保田 英男 様（鎌倉 RC
）

発見をする。その発見の中から、行動を起こしていく。
これが今までの常で、正しいことでした。それを今後
も続けていかねばなりません。国際ロータリーの中で
は、仕組みやルールが変わってきています。その説明
をする事がガバナーの使命ですが、私は、ウィズコロ
ナ状況下で、仕組みやルールも大切ですが、一番大事
にしなくてはならないのは、まず会って話をする、言
葉を聞き、それを実現することだと思っています。そ
れは、一人で行うのではなく、皆で行っていかなくて
はなりません。ルールは私たちを守るものであり、縛
るものではない、「＋もっと自由に」地域、藤沢の為
に、神奈川の為に、若い世代の為に、クラブが何を出
来るのか、自由に考え、行動に移すという事が大事だ
と思います。ロータリーが地域に知られているのか、
必要とされているのか、認知されているのか。隠匿の

大歓迎、ありがとうございます。生まれて初めてあの

美というのは大事ですが、ロータリーを知らしめてい

ような登場の仕方をさせていただきました。まだ興奮

きたい。正確に理解してもらいたい。

冷めやらぬ状態です。

ガバナーの勉強会 GETS の中で、公共イメージを学び

今日は、地区のガバナー公式訪問というより、どちら

ます。その実例として、マクドナルドのマークの話が

のクラブへうかがってもそのようにしているのです

あります。黄色時に赤い M、これを知らない人はまず

が、クラブのメンバーの一人として、クラブの今後、

いません。これがロータリーマークだったらどうでし

どのようにしていったらよいか、70 周年を迎えるにあ

ょう。ご存じの方もいるかと思いますが、ロータリー

たって、さらにその先 100 年を迎えるにはという事を

って何、お金持ちの人たちが集まってお昼ご飯を一緒

一緒に考えていきたいと思います。国際ロータリー会

に食べる会といわれているかもしれません。マクドナ

長から仰せつかった、公式訪問一番の要素は、そのク

ルドには商業的な意味がありますが、それ以上にマー

ラブを活性化し、元気にすることだと解釈しておりま

クを見ただけで皆さんの中に既にいろいろなストー

す。コロナ禍で 3 月～5 月、例会ができない状況であ

リーがあるかと思います。ロータリーマークの中にそ

ったと存じております。私自身も、PETS,地区研修協

んなストーリ―を見出すことができるロータリアン

議会、ホノルル国際大会を経て、本日を迎えるはずで

以外の方がいるでしょうか。少ないと思います。ロー

した。それまでにクラブの皆さんといろいろな場面で

タリーが、この地域で何をしているのか、具体的に思

お会いし、お話させていただいているはずでした。ホ

い起こすことができるものを作ってほしいいのです。

ノルル国際大会には、多くの方がご参加予定だったと

本当に困った人たちが、ロータリーの皆さん助けてく

うかがっておりました。本当に残念でした。

ださいと相談をしていただけるような状況をつくり、

多くの人に知らしめてほしい、70 周年を迎えるにあた

時だからこそ、皆で集まりたいと、先輩方のお宅や事

り、今から 3 年間あります。組織だって、新しい地域

業所にパソコンを抱えていって、Zoom のやり方をやっ

に根ざす事業を進めていっては、いかがでしょう。国

て見せ、興味を持ってもらい、最終的に全員でできる

際ロータリーの中に「戦略計画」という言葉がありま

ようになったそうです。さらにはここからが大事な話

す。単年度ではやりにくいことを長期的に俯瞰で計画

なのですが、自粛期間前は例会のテーブルが先輩方、

し、実行していこうという考えです。マイロータリー

中堅、若い会員と別れていたのが、例会再開後は距離

の中にヒントがたくさんあります。世界中でいろいろ

が縮まって、世代の混ざり合ったテーブルになったそ

な事業をしているショーケースを見ることができま

うです。私の友人は中堅の会員なのですが、一生懸命

すので、ぜひご参考になさってください。昨年の杉岡

やる事、相手に理解してもらう事、どこまで譲って懐

ガバナーの「一クラブ一プロジェクト」を今年も引き

に入り込むか、駆け引きが難しかったが、若い会員の

継いで、行っていただきたいと思います。

行動力に助けられたと話していました。高齢の会員の

今年の会員増強の目標は、地区で 2500 名以上として

お宅に伺い、例会以外にもいろいろなお話をする機会

おりますが、クラブとして必要な仲間を増やしていた

ができたり、若い会員の熱意が、クラブのことを考え

だきたいと思います。

ての行動だという気持ちが伝わったりしたそうです。

寄付の件ですが、数字として金額を挙げておりますが、

コロナの状態で、どのような成功事例を作っていくか、

コロナ状況下で厳しいことと思います。厳しいので、

イメージしていく事が大切だと思います。

ゼロではなく、金額を減らしても継続をしていってい
ただきたい。寄付というのは、その事業に対する、責
任と権利を有します。寄付することによって関心を持
っていただきたい。関心がなくなることは恐ろしいと
思います。気持ちを繋いでいきましょう。
「コロナ禍で他のクラブは、どのような例会をしてい
るか」という質問を受けます。本日、藤沢クラブにう
かがい、テーブルを囲んだ通常の例会で、安心しまし
た。同じように通常の例会をしているところもありま
すが、地区内では少ないです。3 人掛けのテーブルに
一人で座り、教室形式で食事をするところもあり、歓
談がしにくいようです。また、オンラインで例会をし

今年度の RI 会長のテーマは、
「ロータリーは機会の扉

ているところもあります。Zoom の例会です。会員に飲

を開く」としました。その中に「ストーリーを語ろう」

食業の方がいらして、毎回ではないようですが、オン

という事をおっしゃいました。ロータリーのストーリ

ライン例会にお食事を宅配して、同じお弁当を食べて、

ー。あなたのロータリークラブのストーリー、そして

モニター越しに例会をしているそうです。オンライン

あなたのストーリー。そして新しいストーリーをイメ

ですとニコニコが集まらないということで、次に考え

ージしてくださいとおっしゃいました。

たのがテキストデータでカードを送って、支払いは

できないことを探すのは、簡単です。どうしたらでき

Pay Pay にすることだそうです。公式訪問もオンライ

るかを探すのは非常に難しいですが、人が集まれない

ン参加して、私もお弁当を届けていただきました。オ

この時間があるからこそ考えていただきたいのです。

ンラインだから出来ないではなく、アイデアを出して

これから先、クラブがもっと活性化していくか、どう

進めていく事が大切だと思いました。不自由な時こそ、

したら地域の人達にロータリークラブを理解しても

新しいものが生まれます。こんな例もあります。大阪

らえるか、こういう風になっていたらよいと思われる

のチャーターメンバーもいらっしゃる 40 名くらいの

ストーリーを描いていただきたいと思います。シンデ

クラブのお話です。Zoom を使って例会をしようとなっ

レラストーリーです。絶対にうまくいくとは限りませ

た時、例会は直接会って行うべきと反対にあったそう

んが、拾い出していけることはあると思います。

です。しかしこういう時だからこそ、家を出られない

藤沢クラブは、女性会員が多くいらっしゃいます。素
晴らしいことだと思います。伝統の中に新しいものを
取り込んでいるクラブという風に周りのクラブから
見られていると理解してください。
今日は、暑い中たくさんの方にご参加いただきありが
とうございました。コロナの状況は続いておりますが、
少しでも多くの成果を上げたいと思っております。
ぜひ一緒に頑張っていただきたいです。
貴重なお時間ありがとうございました。

例会後のガバナーとの懇談会には、多くの会員が参加
しました。ロータリーの事、クラブの事、ガバナーへ
の質問等、多岐にわたってお話させていただきました。

野口会長より謝辞

鳩サブレ―タワー‼というわけには参りませんでした
が、皆様でおいしくいただきました。

本日のお料理

