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本日の進行 (例会 18：00)
納涼家族同伴例会
於：八景島シーパラダイス「寿司パラ」
―次回のお知らせ―
8 月 28 日（木）(例会 12：30)
松井 一郎 会員
「ロータリー 公共イメージ」
E-mail:

Light Up Myself「自分自身に輝きを」

2014 年 8 月 21 日
例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
第 3 木曜日 18:30
第 5 木曜日 18:00
例会場：「カンティーナ」
逗子市新宿 1-3-35
TEL：046-870-6440
事務所：逗子市逗子 1-9-26
萬屋ビル 2Ｆ
TEL＆FAX：046-873-0226

会 長◆藤吉一哉
会長ｴﾚｸﾄ◆桐田吉彦
副会長◆三宅 譲
幹 事◆葉山太一
ＳＡＡ◆山本由夫
会 計◆市川 浩
直前会長◆石田 隆
会報委員長◇宝子山泰久

zushirc@sage.ocn.ne.jp

Website: http://www.zushi-rc.com/

─ 2538 回 例会記録

2014 年 8 月 7 日 ─

藤吉一哉 会長の時間
★本日は、９月４日渡辺ガバナー公式訪

適度な運動をし、汗をかいて、気を付けてお過ごし下さい。

問に備えて、小島晧史ガバナー補佐に訪

★9 月 4 日(木)は、渡辺ガバナーの公式訪問があります。例会に

問頂いております。後程よろしく。

先立って、ガバナーと会長・幹事・他との懇談があり、例会で

★近頃は、暑いという言葉が会話の中に

は、新会員の入会式、ガバナーの卓話、会員との懇談と続き、

頻繁に出てきます。飲食につきましては、

大変大事な日ですので、多くの会員に出席頂きたい。当日のス

食中毒に敏感になっています。一般的に

ケジュールにつきましては、後日皆様に連絡いたします。

は食材の保管状態で食中毒が起こると言う事になっていますが、
第 1 の原因はそうではありません。設備ではクーラーが完備し、

報告

冷蔵が発達しているので、食品の劣化は余りない。暑い、だる

・ロータリーの友 8 月号。 ・8 月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ：1 ドル 102 円

いと言って飲食に従事する者に気合が入らない、心のゆるみが

・日本事務局より：財団室ニュース８月号配信

食中毒の原因の第一にあげられる。従業員と話をする時は、気

・インターアクト合同会議、IA ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨｰ

合を入れ、大きい声を出させることによって防げます。精神論

・米山奨学カウンセラー会議：8/29

がすべてではありませんが、うちの場合は非常にそれが大事で
す。常に気合で頑張っていきたい。
★今夏、逗子海岸の海水浴に関する条例により客が減った、と
話題になっています。カンティーナでも例年より 10％程度減少

・地区職業奉仕セミナー：9/14
・職業奉仕月間卓話者派遣

るかと思いますが、何といっても逗子のランドマークは海です。

会員 8 名

第一相澤ビル

希望アンケート

℡：0467-39-5805

Fax：045-345-3215

理事会報告
●

夏本番となっても何のイベントもありません。来年はどのよう
な変化があるのか、興味がある所です。何はともあれ、暑い夏、

アイクロス湘南

・鎌倉 RC 事務所移転：新 鎌倉市西鎌倉 3-1-2

したそうです。若い客が少ないのでコンビニ、海の家が大打撃
を受けているようです。逗子市の条例制定も仕方ない部分もあ

8/21 納涼家族同伴例会：詳細を会員にメール・FAX で連絡。
京急路線バスを利用する。

●

9/4

参加費：2500 円/1 人

渡辺ガバナー公式訪問：100％

RI 第 2650 地区第 3 組 Intercity Meeting(ホスト京都紫野 RC) に出席

8/16(土)は、京都紫野 RC の手配により、京都平安
(ホテル屋上にて「大文字送り火鑑賞」が実現、歓迎
懇親会のおもてなしを受けた。翌 17 日は I.M.に出席、
元 RI 会長田中作次氏の講演(世界平和とポリオ簿
滅)、ゼネラルリーダー千玄室氏による「ともに語ろ
う」と豪華な顔合せ。参加会員及び同行者：村田典
昭・正美、三宅譲・真九十、山口哲・信子、桐田吉
彦・照子、松井一郎、安藤脩二、矢部房男、石田隆
（敬称略）の計 12 名

8/22 鎌倉ﾌﾟﾘﾝｽ

ホテルで歓迎懇親会

出席を目指す。

8/17(日)開催

I.M.の会場にて

＜渡辺治夫ガバナーのプロフィール＞

皆さんこんにちは、今年度
ガバナー補佐を仰せつかった

渡辺ガバナーは生まれも育ちも高田の馬場で、中学の

小島です。ガバナー補佐の任

時にイトマンスイミングプールに通い、木原みち子さん

務の一つで、公式訪問前に RI

や貴乃花と水泳を習い、東京オリンピックの水泳競技会

会長のプロフィール・行動方

でボランティアをつとめその後オリンピック選手を目指

針、渡辺ガバナーの経歴・戦

します。中央大学理工学部に進学し大学２年生の時に平

略計画に伴う３つの柱などを

泳ぎの選手でメキシコオリンピックの最終選考にまで残

お伝えしに参りました。

った経歴をお持ちです。惜しくも６位で選考に漏れまし

＜ゲイリーC.K ホアン RI 会長のプロフィール＞

たが、卒業後は住友商事を経て現在は湘南菱油株式会社

会長は、中国南部に生まれ、台湾で育ち、米国のイー

の代表取締役です。

スタン・ミシガン大学を卒業した後、ニューヨーク州の

活動で忘れてならないのは、「戦略計画」であり、「ク

保険大学で MBA を取得されました。ホアン氏はマラヤ

ラブのサポートと強化」
「人道的奉仕の重点化と増加」
「公

華僑保険会社の社長を務めた後、現在は新光セキュリテ

共イメージと認知度の向上」を戦略的優先項目としてお

ィー会社の名誉会長となっています。ビジネスとロータ

ります。

＜逗子クラブについて＞

リーの経験をつづった著書「言い訳はいらないから解決
策を示せ」を出版しています。ロータリーは常に発展の

逗子 RC は一体感がありますね。先程から藤吉会長が

ために変化がありますが、ホアン会長はテーマに「ロー

挨拶している間にも質問やご意見が出て、例会にしろ懇

タリーに輝きを」を掲げました。世界には問題が山積み

親会にしろ、皆でクラブを楽しむ様子が伝わってきます。

され暗闇と化していても、その暗闇にロウソクを灯すの

先日の奉仕プロジェクトセミナーにも３名出席されて、

がロータリーで、私が一本、あなたが一本と、１２０万

いつも一生懸命でありがたいクラブだと思っています。

人のロータリアンがロウソクを灯せば、世界を光で輝か

ーデイの開催

①会員増強

②財団寄付

④ポリオ撲滅の推進

寺嶋正彦）

【小島晧史ガバナー補佐】

せることができる、と説いています。
ホアン会長は

（担当

③ロータリ

を明言しています。

職業分類：雑貨販売
R

㈲あかり

代表取締役

歴：1993 年鎌倉中央 RC 入会
鎌倉中央 RC

幹事・会長

地区米山学友委員長・地区米山奨学委員長

■ニコニコＢＯＸ

本日合計 ￥３０．０００

累計￥２３１．０００

小島晧史ガバナー補佐…本日はよろしくお願い致します。

桐ケ谷君…夏の真っ盛り、ガバナー補佐ご苦労様です。

藤吉君、松井君…小島ガバナー補佐ようこそ。本日はよろしく

草柳君…ガバナー補佐、暑い処ご苦労様です。

お願いします。

桐田君…服部会員の会社に職場訪問してきました。

山口君、橘(武)君、矢部(房)君、山科君、菊池君、臼井君、

森澤君…山本さん、暑中お見舞いの葉書有難うございました。

山本(由)君、松田君、大野君…小島ガバナー補佐、ようこそ逗

安藤君…８月５日横浜の花火はハプニングによりコロワイドの

子へいらっしゃいました。
市川君…小島ガバナー補佐をお迎えして。
船津君、匂坂君、長野君、服部君、寺嶋君…小島ガバナー補佐、
本日はよろしくお願いします。

特別席でゆっくり鑑賞させて頂きました。
矢部(光)君…暦では立秋、だがいつまで続く猛暑・熱帯夜、生
きるのもつらいね！
宝子山君…猛暑の中、本日立秋。秋よ来い、は～やく来い！

ビジター：小島晧史 第 2 グループガバナー補佐（鎌倉中央 RC）
【出席報告】会員数 48 名(出席免除 6 名)
出席数 26 名：出席率 57.78%

前回修正出席率 59.09％

