
第1979回例会 2017年6月27日（火）(天候)曇り №46 

点鐘 

開会 

ロータリーソング：「手に手つないで」 

ゲスト・スピーカー なし 

ゲスト紹介

田島  透 様 （今年度第3Gr ガバナー補佐） 

 端山 創之 様（次年度第3Gr ガバナー補佐） 

ビジター       

高波 信幸 様（寒川ロータリークラブ） 

バナー交換報告   なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・本日、最終例会を迎えました。1年間ありが

とうございました。良い事そうでない事いろ

いろありました。皆さんの御協力の御蔭で良

い1年で終わります。 

・次年度の山口年度では財団の委員長も仰せつ

かっており、これからも頑張っていきます。 

よろしくお願いします。 

本当にありがとうございました。 

-表彰＆特別挨拶- 皆出席者 石田会長 

-幹事報告- 

・ガバナー事務所よりの連絡が届いております。 

地区 R財団＆補助金管理セミナー  日時  

2017年 7月 15日（土） R財団セミナー

13：00～／補助金管理セミナー15：15～  

場所 JR辻堂駅北口 アイクロス湘南6階

「E会議室」よろしくお願い致します。 

・例会変更が届いております。 

 藤沢南RC 7月 17日（月）＜祝日休会＞ 

 8 月 7日（月）⇒ 8月 1日（火）に振替 

 移動例会 朝霞駐屯地ほかへ視察バス旅行 

 14日（月）⇒＜休会・お盆・定款により＞ 

21日（月）⇒ 親睦移動例会 海水浴の予定 

茅ヶ崎中央RC ７月１８日（火）⇒７月１７日

（月・祝）早朝移動例会「浜降祭」８月１日（火）

⇒８月５日（土）花火移動例会 海の家「浜磯」 

８月１５日（火）休会（クラブ定款）

-委員会報告- 

・出席報告        狩野出席副委員長 

・スマイル報告     村木委員長 

・アトランタ国際大会参加報告 山口会長ｴﾚｸﾄ 

-ゲスト挨拶- 

田島  透 様 （今年度第3Gr ガバナー補佐） 

 端山 創之 様（次年度第3Gr ガバナー補佐） 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 梶浦 暁 会員 

       中村 宣夫 会員 

       水川 健太郎 会員 

配偶者誕生日  

徳山寿恵 様（徳山会員配偶者） 

-卓話-   

「次年度委員会の活動計画について」 

点鐘 

閉会 

     林幹事      石田会長 

「大変な 1年間、本当におつかれさまでした！」出席報告  

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％）  メークアップ（名） 修正出席率 

６月１３日 ３３（３０） １６   １７ ５３.３３  ３ ６３.３３ 

６月２７日 ３３（３１） ２３  ８ ７４.１９   

2016～2017 Rotary Club of Fujisawa East

藤沢東ロータリークラブ 週報

●会 長／石田能治 幹 事／林葉之  例 会／毎週火曜日 １２：３０ ～ １３：３０

●事務所／藤沢市南藤沢4-2吉田ビル5階 ＴＥＬ 0466-41－9191  ＦＡＸ 0466-41－9192

●例会場／湘南クリスタルホテル藤沢市南藤沢14-1 ＴＥＬ０４６６-２8－2111 FAX 0466－２８－２１２６

RROOTTAARRYY SSEERRVVIINNGG HHUUMMAANNIITTYY

クリスタルホテル５F「ボンヌ・シャンス」

Bonne Chance

-石田年度最終例会- 



-スマイル-       

村木スマイル委員長 

【田島透 様 ガバナ－補佐】 

１年間ガバナー補佐を努めさせて頂きました。貴

クラブには、最初の遊行盆から大いなるご協力を

頂き、本当にありがとうございました。今後のさ

らなるご発展を祈願しております。次年度は藤沢

西クラブの端山君がＡＧを努めます。よろしくお

願いします。 

【端山創之 様 次年度ガバナー補佐】 

次年度ガバナー補佐の端山です。どうぞよろしく

ご指導、ご協力をお願い致します。 

【高波信幸 様 寒川ＲＣ】 

同業の石田会長の最後の例会との事で、本日メー

クアップに伺いました。よろしくお願いします。 

【石田能治 会長】 

田島ＡＧ 端山次年度ＡＧ、寒川ＲＣ高波さま本日

はようこそ。家内誕生祝いありがとうございまし

た。 

【林葉之 幹事】 

田島ガバナー補佐、端山次年度ガバナー補佐、寒

川ロータリークラブ高波様、本日は藤沢東ロータ

リークラブへようこそ！！今回で幹事として最後

の例会になります。一年間、本当にありがとうご

ざいました。 

【加藤信忠 会員】 

田島ガバナー補佐、いらっしゃい。一年間有難う。

山口さん、バッチ有難う。 アトランタに行った

気分。 

【中村宣夫 会員】 

今日は、誕生日祝い、ありがとうございます。

【入澤初子 会員】 

田島ガバナー補佐、端山次年度ガバナー補佐、高

波様、ようこそおいで下さいました。 

【土屋善敬 会員】 

大変な時期での会長幹事、ご苦労さまでした。石

田さん、林さん、ゆっくりおやすみ下さい。

【鈴木和夫 会員】 

田島ガバナー補佐、1 年間御苦労様でした。次年

度端山ガバナー補佐、いらっしゃいませ。1 年間

宜しく！！ 

【田中繁 会員】 

石田会長、林幹事一年間おつかれ様でした。田島

ＡＧ一年間御苦労様でした。端山次年度ＡＧよう

こそ。山口さんおみやげありがとう。

【片岡啓次 会員】 

田島ＡＧ、1 年間ありがとうございました。端山

様、次年度よろしくお願いいたします。石田会長・

林幹事1年間お疲れ様でした。 

【山口俊明 会員】 

石田会長、林幹事ご苦労様でした。次年度、頑張 

ります。サポートよろしくお願いします。田島

ＡＧ、1年間御苦労様でした。端山ＡＧエレク

ト次年度よろしくお願いします。高波様、よう

こそおいで下さいました。 

【小柴智彦 会員】 

石田会長、林幹事一年間おつかれ様です。田島

ＡＧ、端山次年度ＡＧ本日はようこそ。 

【吉田新一 会員】 

田島ＡＧ、端山ＡＧエレクト、そして寒川ＲＣ

高波様、本日はようこそいらっしゃいませ！田

島ＡＧ、一年間おつかれ様でした。端山ＡＧエ

レクト、次年度御指導御鞭撻の程、宜しくお願

い致します。石田会長、林幹事一年間おつかれ

さまでした。

【村木薫 会員】 

田島ＡＧ、端山次年度ＡＧ、本日はよろしくお

願い致します。石田会長、林幹事一年間おつか

れ様でした。 

【水川健太郎 会員】 

誕生日プレゼントを、ありがとうございまし

た。今後共よろしくお願い致します。

【梶浦暁 会員】 

田島ＡＧ、端山次年度ＡＧ、高波様、ようこそ

おいで下さいました。 

-委員会報告- 

ゲスト挨拶 

2016-17年度ガバナー補佐 田島透 様 

「皆さん、こんにちは。そして一年間お世話に

なりました。ありがとうございました。 

この一年間振り返るといろいろなことがござ

いました。第3グループの会長幹事さんたちは

ノーガード状態で言い合い、とても仲良くまた

皆様のご協力により楽しくイベントをやって

頂きました。財団 100 周年にあたる記念すべ

き年度に務めさせて頂きありがとうございま

した。 

 次年度は藤沢西ロータリークラブの端山ガ

バナー補佐が第 3 グループを引っ張って参り

ますので皆様のご協力をお願いして御挨拶と

御礼にかえさせていただきます。」



2017-18年度ガバナー補佐 端山創之 様

「皆様、改めまして、こんにちは。藤沢西ロータ

リークラブの端山と申します。次年度ガバナー補

佐を努めさせて頂きます。どうぞ一年間よろしく

お願い致します。 

 次年度のＲＩのテーマにつきましては、10月

に大谷ガバナーが詳しくご説明するところです

が、少しだけ説明させて頂きます。「ロータリ

ー：（コロン）変化をもたらす」がテーマです。 

：（コロン）は意味深なところがございます。皆

様それぞれで「ロータリーが」、「ロータリーに」

などと解釈して頂くようになるかと思います。 

 また地区の目標としては「会員増強」が最優先

課題となっております。どうぞご協力よろしくお

願い致します。 

 大谷ガバナーから、「ガバナー及びガバナー補

佐のメークアップ料は各クラブ 2,000 円で統一

する」との要請がございますので、何卒よろしく

お願い致します。一年間よろしくお願いします。」 

会員誕生日 中村会員 

会員誕生日 梶浦会員 

会員誕生日 水川会員 

山口会長エレクトとジョン.Ｆ.ジャームＲＩ会長 

アトランタ国際大会出席報告 山口会長ｴﾚｸﾄ 

6/9（金）より Atlanta 国際大会へ吉田次

年度幹事及び平塚ＲＣ升水様の 3 名で同じコ

ースを行ってきました。 

6/11（日）は日本人朝食会に出席しました。

800名の日本人の参加で、料理の割に1万円

と高額でしたが、その殆どを寄付へ廻す仕組

みなので奉仕の一環でした。 

また午後の開会式会場入口にて田中作治元

ＲＩ会長にお会いして挨拶しましたら、当ク

ラブへ訪問されたことを覚えていらっしゃい

まして感激でした。 

その後、「地区ナイト」も市内レストラン

にて行われ約70名の方々が集いました。 

 それからマイアミへ移動し、アメリカ本土

最南端のキーウエスト観光やメジャーリーグ

の試合（マイアミマーリンズ）を観戦したり

しました。次年度テーマバッチは御土産です。

「今月で８２歳と平均年齢を超えました。」 



2017-18年度役職で表示 

山口会長 

「5月の会長方針で述べた内容につき各委員会の

委員長から説明をしていただきます。」 抜粋 

林ＳＡＡ 

「充実した例会の運用を図っていきます。」 

田中繁管理運営委員長 

「プログラム委員会、親睦・ファミリー委員会、 

スマイル委員会、出席委員会等の小委員を通して 

充実した会の運営と魅力あるクラブにすること

が楽しいクラブとなります。皆で楽しむことがで

きる運営にご協力願います。」 

鈴木利雄親睦委員長 

「7月の納涼屋形船や10月の1泊親睦旅行な

ど会員やご家族のみなさんに楽しめるような行

事を計画しております。」 

小柴会員組織委員長 

「長期的な戦略計画に基づく会員増強が最優先

です。御協力願います。」 

片岡クラブ公共イメージ委員長 

「ＩＴ・広報・会報委員会では、ＳＮＳの利用

等により、クラブの公共イメージを内外的にも

アピールできるようにしていきます。 

 また雑誌・Ｒ情報委員会では引き続き加藤信

忠委員長にロータリーの友要約説明をお願いし

ます。 

 今年度2000回記念例会に向けて、地区補助

金事業「花咲くベンチ」を梶浦社会奉仕委員長

と共に協力して広報活動をしていきます。」 

次年度活動計画について 

        クラブ各委員会委員長 



土屋奉仕プロジェクト委員長 

「今年度、会長方針に沿い、地域に根ざした奉仕

活動を継続事業として行っていきたい。」 

石田Ｒ財団・米山奨学委員長 

「ロータリー財団の寄付を通じて米山奨学事業、 

ポリオ撲滅、一部は地区の事業補助金として使わ

れます。使途を理解して協力していきたい。」 

御協力に対する感謝 

湘南クリスタルホテル様 

事務局 有久様 

「一年間ありがとうございました。引き続き、

よろしくお願い致します。」 

クリスタルホテル５Ｆ ボンヌ・シャンス 



1年間の軌跡・・・事務局無しからのスタート

親睦旅行：米山梅吉記念館にて 

「2016-17石田年度」記録 

財団100周年記念ＩＭ

地区大会にてメジャードナー（土屋会員）表彰 

クリスマス会にてシャイニングボーイズ 

乃羽バレエ団のダンス 

観桜会 秦野市・水無川河川

第4回ピースウォーク 

遊行の盆における連 

イェール大コンサート 

藤沢市民祭り時の街頭キャンペーン 

花火大会・・・中止！！などもありました。


