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ロータリーソング「手に手つないで」 

四つのテスト 

 

≪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：石井 恒男 様 

（藤沢市みらい創造財団理事長） 

       金井 純雄 様  

         （藤沢市みらい創造財団事業部長） 

          竹内 康仁 様 

      （藤沢市みらい創造財団芸術文化事業部） 

  ビジター：大谷 新一郎 様 

 （国際ロータリー第2780地区ガバナー/相模原南RC） 

 

≪感謝状授与式≫≪感謝状授与式≫≪感謝状授与式≫≪感謝状授与式≫    

  藤沢市みらい創造財団より、学校訪問事業への 

  寄付により、芸術文化事業運営に貢献したことに 

  対する感謝状が授与されました。 

  石井恒男財団理事長より、ご挨拶をいただきま 

した。 

 

 

 

 

 

 

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 

５月１６日 ４５（４５）名  ３２名  １３名 ７１．１１％  ３名  ３５名 ７７．７８％ 

５月３０日 ４５（４５）名  ３０名  １５名 ６６．６７％       

2017-2018 年度 

藤沢ロータリークラブ週報 
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第 2780 地区 

ガバナー   大谷新一郎 

第 3 グループガバナー補佐 端山創之 



≪大谷ガバナーのご挨拶≫≪大谷ガバナーのご挨拶≫≪大谷ガバナーのご挨拶≫≪大谷ガバナーのご挨拶≫    

 ・瀧澤 地区職業奉仕委員長より 

  今年度、地区職業奉仕委員会で 2780 地区 34クラ

ブに職業奉仕の卓話に伺いました。その報告書を 

  制作するにあたり、さんこうどうさんにお願いす

ることになりました。さんこうどう川上社長への

お礼を言いたいと、本日、大谷ガバナーが例会に

お越しくださいました。 

 

公式訪問では藤沢ロータリークラブの皆様に温かく

迎えていただき、ありがとうございました。 

本日は、地区職業奉仕報告書制作に当たり、多大なご

協力をいただいたさんこうどう川上社長に、お礼に参

りました。ありがとうございます。 

川上会長には、先日の地区新会員お集いにもご出席い

ただきました。 

貴クラブの益々のご発展をお祈りいたします。 

今日は、よろしくお願いたします。 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・大谷ガバナーようこそ越しくださいました。 

  新会員の集い、テーマが「YOU はなにしにロータ

リーに？」でしたので、「大谷ガバナーはなぜ藤

沢ロータリーに？」という感じでおりました。 

お越しいただき、ありがとうございます。 

 ・藤沢市みらい創造財団より、感謝状をいただきま

した。財団に椋梨青少年交換委員長と財団にうか

がった際、理事長より、寄付の使用目的をはっき

り伝えていただくとありがたいとお言葉をいた

だきました。この後、ただ寄付しただけではなく、 

  どのように使われているか、事業の現場を見学に

行く機会があればよいのではないかと思うので、 

  次年度に託します。 

  ・地区新会員の集いが開催され、藤沢 RC からは、

杉原会員、笛田会員、宇野会員、反田会員が出

席下さいました。12 グループに分かれて意見交

換を氏、活発な議論が出来ました。各テーブル

ごとに新会員が発表を致しました。反田会員が、

テーブルを代表して、発表してくださいました。 

  ・湘南学園高等学校より、総合学習活動への協力

に対してのお礼状が木下校長先生より参りま

した。 

  ・スペシャルオリンピックス日本・神奈川より、 

   「神奈川ニュース Vol.70」が届いております。 

  

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

        ・次年度の各委員長あてに活動計画書の提出をお願

いしております。6月 7日〆切です。よろしくお

願いいたします。 

  

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・椋梨 国際奉仕委員長 

9 月のマレーシア友好クラブ訪問の予定をお知ら 

せいたします。 

9 月 6日（木）大船 成田エクスプレス 7：00 

       成田発 JAL 11：30 で出発 

9 月 8日（土）カジャン RC 創立 50周年記念式典 

9 月 9日（日）22：50 出発 

9 月 10 日（月）7：05 成田着 

ご参加いただけます方、ご連絡ください。 

 

 ・泉会員より 

  湘南百撰 2018 年夏 No.37 を刊行いたしました。 

  今回は、J:COM によるドローン撮影した湘南マラ

ソン、田中賢三 PG

の絵画、青年会議

所と走行会議所

の青年部会長の

座談会などが掲

載されておりま

す。どうぞご覧く

ださい。 

            

 

 

 



≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

     会員誕生日 6月 3日 牟田口 新一郎 会員 

 

  

 

 

 

     

 

  結婚記念日 5月 30 日 木島 英夫 会員 

        6 月 4日  鈴木 隆一 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≫    

  大谷 新一郎 ガバナー/相模原南 RC 

   公式訪問時には、大変温かいお迎えを頂き、あ

りがとうございました。 

   川上会長には、職業奉仕委員会の冊子作成に大

変ご尽力頂き、感謝いたします。 

  川上 彰久 会長 

   藤沢市みらい創造財団 石井理事長様、金井儀

業部長様、竹内様、本日は、ありがとうござい

ます。 

   大谷ガバナーようこそお越しくださいました。

熱烈歓迎いたします。 

   宇野さん、イニシエーションスピーチ楽しみに

しております。 

  木島 英夫 会員 

   結婚記念のお祝をいただきました。56 回目にな

りました。 

  今井 重信 会員 

   本日久しぶりに遅刻しました。 

   すみません。 

  泉 信子 会員 

   藤沢市みらい創造財団 石井様 皆様ようこ

そいらっしゃいました。 

   大谷ガバナー様ようこそいらっしゃいました。 

   宇野様、イニシエーションスピーチたのしみに

して居ります。 

   手前共のタウン誌ご紹介させていただき、あり

がとうございます。 

  片桐 輝久 会員 

   大谷ガバナーようこそ！ 

   宇野さん 本日の卓話たのしみにしています。 

  瀧澤 秀俊 会員 

   大谷ガバナーようこそ!! 

   川上さん 職業奉仕パンフレットの件では、大

変おせわになりました。 

  長津 豊 会員 

   宇野様 本日の卓話、楽しみです。 

  大小原 徹 会員 

   大谷ガバナーようこそお越し下さいました。 

   宇野さん、イニシエーションスピーチ頑張って

下さい。 

皆様、9月のマレーシア是非ご一緒しましょう。 

    



  牟田口 新一郎 会員 

   完全に抜けておりました。 

   皆様にお祝いいただき光栄です。 

   まだまだ恩がえしできていません。 

   残りわずかですが、頑張ります。 

  小河 静雄 会員 

   宇野さんスピーチ楽しみにしていますー。 

  鈴木 隆一 会員 

   結婚記念祝いありがとうございます。 

   宇野さん、スピーチ頑張ってください。 

  宇野 美代子 会員 

   人生初めてのイニシエーションスピーチで緊

張しています。 

   30 分どうかお付き合い下さいませ!! 

  反田 純正 会員 

   宇野さん本日の卓話 楽しみにしております 

   大谷ガバナー、先日の地区新会員の集い有難う

ございました。 

 

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

        『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』    

                蔓桔梗蔓桔梗蔓桔梗蔓桔梗    経営者経営者経営者経営者    

                宇野宇野宇野宇野    美代子美代子美代子美代子    会員会員会員会員    

 

昭和 22 年東京のお生まれ 

お父上の教育方針は「読み 書き そろばん」 

日本舞踊も習っていました。中学生ではブラスバンド 

にも参加したことがあります。 

陸上と卓球もしていました。卓球は現在も月 2回練習 

しています。 

社会人となり、旧富士銀行外国営業部に入行。 

そこで夫となる人と出会いました。両親は結婚をとて

も喜んでくれました。さらに驚いたのは、双子の誕生

です。一人で大変だったので、実家のサポートを受け

て、ありがたく思いました。4 年後弟が生まれました。 

77-79 年、夫がシンガポールに赴任し、2 年間家族で 

海外生活を送りました。帰国後に藤沢に家を構え、双 

子は藤沢小学校に転校し、父兄会では、2 つのクラス 

を行ったりきたりしました。 

私の教育方針は「子どもは私物化しないこと 二十歳 

になったら社会へかえす」でした。 

藤沢で子育てをしながら、松下脳外科にパートに出る 

ようになりました。藤沢 RC の大先輩である松下先生 

との出会いです。 

双子が高校生の時、夫の赴任先のニューヨークへ一緒 

に参りました。子ども達は成長し、教育方針どおり、 

成人して社会にかえしました。銀行で頑張っています。 

この後、49 歳でお店の経営者になることを決心しまし 

た。大学時代の恩師に相談したところ、「身近な人の 

良き聞き役になることは、大切なこと。病気になる手 

前でのお助けになるでしょう」と賛成していただきま 

した。お店を始めてしばらくしてから、松下先生と再

会し、ロータリーの方々とのお付き合いもこの頃から

始まりました。 

開店から 21 年になりますが、その間に大学で専攻し

た心理学のブラッシュアップのためにニューヨーク

へ研修に行ったり、日中国交正常化イベント、アジア

環太平洋平和会議に出席したりしています。 

シニアライフアドバイザーや健康管理士1級などの資

格を取り、楽しく過ごしています。 

お店を経営するにあたり心がけておりますのは、「お

客様に公平、お客様のためになるように」ということ

でした。ロータリーに初めて参加させていただいた時、 

「四つにテスト」を唱和して驚きました。私が心がけ

ていたことにあてはまっていたからです。 

私の人生で印象に残っている言葉をご紹介します。 

高校時代の恩師の言葉で、「らしく生きる」です。「～

らしく生きる」ということを、心がけてまいりました。

そしてもうひとつは、大学時代の恩師からの、「品位

を失わないように」という言葉です。 

私はこれから、名門藤沢ロータリークラブのロータリ

アンらしく、品位を失わず、皆様についていこうと思

っております。これからもよろしくお願い申し上げま

す。 



松下先生のご縁で、参加した藤沢 RC のイベント 

 

松下先生と宇野会員 

 

 

真ん中は、泉会員 

 

 

片桐会員 宇野会員 吉川会員のお父様  

 

日中国交正常化イベント出席 北京 

 VIP 待遇でした 

 

 

 

 

土井たか子さんと宇野会員 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤沢市みらい創造財団の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大谷ガバナーのご紹介 瀧澤会員 

 

 

 

 

 

   

 

牟田口会員のお誕生日メッセージ 

 

木島会員の結婚記念日メッセージ 

 

鈴木会員の結婚記念日メッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

   

              本日のお料理 

 


