
 

■創 立 ／ 昭和 29 年 6月 3日                ■第 67 代  会長 ／ 野口 捷代   幹事 ／ 小河 静雄 

■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 

NO.32    第 3229 例会    ２０２１年   ６月   ２日    天候 

    

国歌「君が代」 

ロータリーソング「我らの生業」 

「四つのテスト」  小澤 智幸 会員 

 

≪≪≪≪入会式入会式入会式入会式≫≫≫≫    

  野中 信広 会員（みずほ証券 藤沢支店長）） 

          (推薦会員：田中 正明 会員) 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

田中 推薦会員より、野中 新会員のご紹介 

 

             野中 新会員よりご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 野口会長より、記念品の贈呈 

 

 

 

    

 

 

 

 

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 

＋〔 〕は Zoom 出席者     

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１９日 ４３（４２）名 ２５名 １７名 ５９．５２％ ４名 ２９名 ６９．０１％ 

６月２日 ４３(４２)名 ２６＋〔１〕名 １５名 ６４．２９％ 

   

2020-2021 年度 

藤沢ロータリークラブ週報 

2020-2021 年度 
RI テーマ 
 
 
 
第 2780 地区 

ガバナー   久保田 英男 

第 3 グループガバナー補佐 市川 洋 



≪クラブ創立≪クラブ創立≪クラブ創立≪クラブ創立 67676767 周年を祝って周年を祝って周年を祝って周年を祝って    乾杯≫乾杯≫乾杯≫乾杯≫    

     乾杯 木島 英夫 会員 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

このような時期ですので、ノンアルコールのシャンパ

ンで、乾杯です！ 

    

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

・藤沢 RCのお誕生日です。コロナ禍ですので、あま

り派手なことはできませんので、会員の方に、クラ

ブの歴史を語っていただくことにしました。 

・会長幹事会からのお知らせです。 

 オリンピック期間中に、第 3 グループで江の島で団

扇を配って、公共イメージ活動、奉仕活動をすると

いう、企画を準備しております。詳細亜決まりまし

たら、お知らせいたします。ご協力お願い致します。 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫        

（廣島副幹事より） 

  ・例会後、理事役員会を開催致します。現・次年度   

  の理事役員はご出席をお願い致します。 

  

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

    会員誕生日 6月 7日 田中 正明 会員 

       6 月 8 日 吉野 貴美 会員 

 

 

 結婚記念日 5 月 30 日 木島 英夫 会員 

 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

 木島 英夫 会員 

  結婚記念日のお祝いいただきましたので・・。 

  59 回目です。 

  勝手なスピーチを聞いていただきましたので。 

 

 

 泉 信子 会員 

  卓話、お三人方、よろしくお願い致します。 

 田中 正明 会員 



  誕生日のお祝い有難うございました。 

  これからも健康体でありたいと願っておりま 

す。 

 和田 庄治 会員 

  藤沢創立 67 周年おめでとうございます！ 

 大小原 徹 会員 

  藤沢ＲＣ創立記念日おめでとうございます。 

  野中さん今後共宜しくお願いします。田中さ 

ん、木島さん、椋梨さんの卓話楽しみです。 

 吉野 貴美 会員 

  お誕生日お祝いありがとうございます。 

  お仕事毎日いろいろありますが、頑張ります。 

 

≪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≫    

   大小原 徹 会員

 

これ「綜麻」何と読むか、ご存じでしょうか。「へそ

くり」と読みます。麻を織る主婦の内職を生活費に充

てた、「へそをくる」という意味からきているそうで

す。サラリーマン時代にかけていた企業年金について、

最近、給付をするので口座の指定をするよう連絡があ

りました。家族の知らない口座を作り、「へそくり」

になったと思っていたのですが、すぐにばれてしまい

ました。 

私は古物の業界、家具のような道具系の市場におりま

す。買い取ったタンスや着物の中からお金が出てくる

ことがあります。先日も着物のオークションで、中か

ら 70万円が出てきました。持ち主がへそくりをして

いて、故人となり、家族が気づかないで売りに出し、

買い取られ、私が買い取って、初めて見つけたという

わけです。 

古い箪笥の隙間からお金が出てきたり、記念硬貨が出

てきたりします。現在、多くの方が自宅でタンス預金

をしているといわれます。日本でタンス預金の総額は、

50 兆円と言われます。そのまま眠ってしまう可能性が

ありますので、気を付けてください。藤沢ロータリー

クラブには信頼のおける金融機関の方が何名もいら

っしゃいますので、お預けになってはいかがでしょう

か。 

                                                                

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

 創立６７周年例会 

 「藤沢ロータリークラブの歴史を知ろう」 

   木島 英夫 会員 

   田中 正明 会員 

   椋梨 兼彰 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木島会員は、藤沢ロータリークラブの裏話をご披露 

くださいました。仙台南ロータリークラブとの姉妹ク

ラブの締結、女性会員の入会が、参加型の活力あるク

ラブになってきた要因の一部といえるのではないか

とのことです。仙台南ロータリークラブとの姉妹クラ

ブ締結には、小島会員がご尽力くださったそうです。

女性会員の入会には、当時、よしとしない一部会員も

いて、入会を遅らせようという動きがありました。女

性会員第 1号は山川ふみ子先生で、うまく話が進まな

かったら、クラブをやめようとまでなさったそうです。

さらに大野木会員が、初めての女性会長となり、一気

にクラブの雰囲気を変えました。女性会員が入って、

よかったと木島会員はおっしゃいます。ロータリーク

ラブは人間関係と人生を豊かにするとお話しくださ

いました。 



 

田中会員のご入会は、1997 年。当時の会員は、藤沢の

名士、リーダーが在籍され、そうそうたる顔ぶれだっ

たそうです。 

1970 年、藤沢で地区大会が開催さ入れた際は、現上皇

様、上皇后様が皇太子時代にご臨席いただいたことを

チャーターメンバーには大変な栄誉でした。 

田中会員は最初の記念事業は創立 45 周年だったそう

です。その当時の 3公社、東京電力、東京ガス、NTT

の支社長さんがいらししゃいました。周年行事に藤沢

市民を招待し、有名落語家の 3名とピアニストに出演

していただきました。市民会館の大ホールがいっぱい

になったそうです。創立 50 周年の際は、木島会員、

小島会員がご尽力くださり、国際奉仕事業としてマレ

ーシアのカジャンロータリークラブとのご縁で、技術

者養成の事業と、青少年施設建設資金の一部を寄付し

ています。これから 3 年後、70 周年を迎えますが、皆

さんお知恵を出し合っていっていただけたらとお話

しくださいました。 

 

30 代でご入会なさって、19 年になられるそうです。

クラブからお誘いの電話をいただいた時は、全く面識

のない方からだったので、かなり怪しかったそうです。

当時、30代はお一人もいらっしゃらなかったそうです。

（騙された？）点鐘、ロータリーソング、衝撃的なこ

とばかりでした。出席できない 1 年の後、例会の参加

した時、自然にお声がけくださったのは、田中会員だ

ったそうです。「仕事第一で、来られる時に来たらよ

い」と言っていただいたことが、気持ちが落ち着き、

来られるようになったとお話しくださいました。 

ずっと最年少会員で、会長となった 2013－14 年に年

下の会員が入会がしてきた時は、うれしかったそうで

す。会長職の時の心残りは、家族会でフラをできなか

ったことだそうで、昨年、岩崎会員のフラのお仲間が

お越しくださったのは、とてもうれしかったそうです。 

会長後、地区委員を歴任なさって、次年度は第 3グル

ープのガバナー補佐をお務めです。次年度もよろしく

お願いいたします。 

 

 

 

 

本日のお料理 


