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NO.32       第 3150  例会    ２０１９年  ３月  ６日     天候 

 

国家「君が代」 

ロータリーソング「我等の生業」 

四つのテスト   長津 豊 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：重田 博章 様 

        （藤沢商工会議所青年部 会長） 

  ゲスト：ウン，チェン キン様 

          （藤沢 RC 委嘱米山奨学生） 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫（和田（和田（和田（和田    副会長）副会長）副会長）副会長）    

 ・大小原会長 欠席のため代行いたします。 

   

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・例会終了後、現・年度の理事役員会を開催致し 

  ます。理事役員の方は、ご出席をお願い致します。 

 ・神奈川県ロータリアン親睦テニス会のご案内 

  4 月 8日（火）湘南ローンテニスクラブ 

  ご興味のある方は事務局にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

  結婚記念日 3月 6日 宇野 美代子 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≫    

  泉 信子 会員 

   重田会長ようこそ  

卓話楽しみにして居ります。 

  田中 正明 会員 

   重田さん本日は当クラブへようこそ。 

   卓話楽しみにしております。 

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 

２月２０日 ４５（４５）名 ３１名 １４名 ６８．８９％ ０名 ３１名 ６８．８９％ 

３月６日 ４５(４５)名 ２６名 １９名 ５７．７８％ 
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            藤田 浩二 会員 

    重田会長 本日はよろしくお願い致します。 

            野口 捷代 会員 

    重田さん 今日はようこそお越しになりま

した。 

                ぜひ藤沢ロータリークラブにご入会下さい。 

    お待ちしておりまーす。 

   小河 静雄 会員 

    重田さん 本日の卓話楽しみにしています

ヨ!!かみかみでも OK です。 

入会もお待ちしてま～す。 

   星谷 けい子 会員 

    北部のホープ重田さん、ご一緒にイベントを

盛り上げましたね。まだまだお嫁さんを捜し

続けないといけませんか？ 

   宇野 美代子 会員 

    本日は 48回目の結婚記念日です。 

お祝いありがとうございます。 

    

 

≪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≫    

     瀧澤 秀俊 会員 

 

弁護士から見たクレーマーの話をいたします。 

保険会社の交通事故、医療事故などの被害者の方と賠

償交渉をします。最近は介護施設での事故などもあり

ます。社会常識のある方ばかりではありません。モン

スタークレーマーといわれる人が交渉相手となりま

す。かつては示談屋と称するもの達と渡りあわなくて

はならないこともあり、身の危険を感じることも日常

的にありました。最近では善良な市民に苦労させられ

ています。（具体例をお話いただきましたので、掲載

は差し控えさせていただきます） 

   難しい事案も解決しなくてはなりません。ノウ

ハウはありますが、丁度お時間となりましたの

で、個別にご相談に乗りたいと思います。 

 

        

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

        『藤沢商工会議所『藤沢商工会議所『藤沢商工会議所『藤沢商工会議所    青年部の活動について』青年部の活動について』青年部の活動について』青年部の活動について』    

                藤沢商工会議所青年部会長藤沢商工会議所青年部会長藤沢商工会議所青年部会長藤沢商工会議所青年部会長    

                重重重重    田田田田        博博博博    章章章章    様様様様    

    

    

 小河会員より重田様をご紹介 

 

本日は藤沢商工会議所青年部の活動についてお話さ 

せていただきます。 

商工会議会議所の起源は、1599 年フランス マルセイ 

ユで設立されたといわれます。日本においては、明治 

11 年に誕生しました。当時の不平等条約の改正するた 

めに必要だったという背景があります。大正 11年、 

商業会議所連合会を改編して、日本商工会議所が設立 

されました。 

商工会議所青年部は、日本商工会議所青年部連合会 

YEG）、関東ブロック、神奈川県に分かれていて、それ 



ぞれ活動を行っています。先ほどご紹介いただきまし 

た小河先輩は、関東ブロック商工会議所青年部連合会 

と神奈川県商工会議所青年部連合会でも会長を務め 

られました。 

 

藤沢商工会議所青年部は、昭和61年に発足しました。 

以来 33 年目になります。その間に行われた主な事業 

ですが、平成 9 年より湘南江の島手作りボートレース 

がります。ペットボトルを使ったボートを作って、海 

岸からブイをまわって戻ってくるレースでした。オリ 

ジナリティーあふれるボートを作り参加するチーム 

が多く、大変も衛上がりました。 

 

 

 

平成 26 年まで開催しました。次に新春経済後援会の 

開催があります。内部の活動として、全国の青年部の 

サッカー大会があります。ゴルフ大会他、スポーツ大 

会、研修事業が盛んです。 

 

平成 26 年より手作りボートレースに替わる新しい事 

業を始めることになりました。未来事業推進委員会を 

立ち上げ、私は担当の副会長をさせていただきました。 

藤沢市にはどのような事業をやったらよいかという 

検討を重ねる中で、藤沢市はワインの生産量が日本一 

だということを聞き、ワイン祭りを提案しました。 

これまでとは違う大人のための事業を勧めることが 

よいのではないかということで、準備委員会を発足し 

ました。そして平成 27年、第 1回ワイン祭りを開催 

いたしました。サンパール広場を会場に天候にめぐま 

れ、盛況でしたが、その後 2 年間は雨の中の開催とな 

りました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



天候が心配された今年度第 4 回ワイン祭りは、快晴の 

空の下、開催することが出来ました。毎年メルシャン 

さんがご協力くださるのですが、今年は、「乾杯リレ 

ー」を企画いたしました。ギネスの記録は、スペイン 

の 1300 名とのことでした。まずは予行演習というこ 

とで、300 名限定を募集したところ、あっという間に 

集まり、後からいらした方をお断りしなければなりま 

せんでした。 

 

 

 

 

 

 

青年部では、ワインテイスティングのブースを設け、 

世界各地から集めたワインを少しずつ楽しんでいた 

だきました。また地場産食材やお料理を提供していた 

だいたり、女性会にもご協力いただきました。 

 

 

さらにステージでは、ジャズバンドの演奏を楽しんで 

いただきました。朝から夜まで、一日中人並みが絶え 

ることがありませんでした。 

「石垣」という商工会議議所のビジネス誌の 2 月号で 

「藤沢ワイン祭り」を取り上げていただきました。 

 



 

ただワインを消費しようというのではなく、藤沢を 

ワインの街にしたいというひとつの試みで、ワインを 

求めて藤沢に途中下車する人が増えたり、ワインを提 

供するワインバーが増えればそこに訪れる人が増え 

るのではないかということです。経済活動の波及効果 

があるのではないでしょうか。ワイン祭りの認知は少 

しずつ進んでいますが、まだまだ課題もあります。 

2020 年藤沢はオリンピック会場となります。昼間は江 

ノ島でセーリングを夜は藤沢でワインを楽しんでい 

ただくという流れが出来たらと思います。もう 1つ 

藤沢ワイン祭りの特徴があります。セミナーの開催で 

す。今回は、ソムリエで藤沢マイスターの滝沢英昭さ 

んをお招きし、「デイリーワインと食事のマリアージ 

ュ」をテーマにレクチャーしていただきました。ただ 

ワインを消費するイベントではなく、研究にも力を入 

れています。 

 

2020 年オリンピックイヤーに「乾杯リレー」でギネス 

に挑戦するというのも夢があると考えています。 

青年部会長の任期は 3 月までですが、新年度は、神奈 

川県の商工会議所青年部は藤沢が中心となり事業を 

展開します。今後とも皆様のお力添えをよろしくお願 

い申し上げます。 

 

今月もようこそ！ 

 

ウン，チェン キンさんよりマレーシアのチョコレー 

トをお土産にいただき、ご出席の皆さんに配っていた 

だきました。ご馳走様でした!! 

 

                 今日のお料理 

 

 

 

 

 

 

               

１階ホールのお花 

桜です!! 


