
 

第 2054 回例会 2019 年 3 月 12 日（火）(天候) 晴れ №30 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点鐘 

開会 

黙祷：東日本大震災犠牲者の方への黙祷 

ロータリーソング：「我等の生業」 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介 

藤澤雅人様 （太陽油脂株式会社） 

間山孝仁様 （湘南信用金庫 藤沢支店支店長） 

小澤一成様 （藤沢西 RC） 

（地区ロータリーウォーキング実行委員長） 

会食・懇談  

-会長報告-  

・東日本大震災から 8 年がたちます。当時、震災

から 1 か月の時に建設業協会の有志とレディ

オ湘南の有志でトラックに支援物資を満載に

して走ったことを思い出します。現場はすごい

悲惨な状況で、時間がたつと記憶が薄れていき

ますが、この日を迎えるたびに思い出して、い

つどこで起こるか分からないので、常に防災・

減災の意識を持っていただければと思います。 

  東日本大震災をきっかけとなりました塩釜

東 RC との友好クラブ締結も 5 年がたち、6 月

に延長の締結式を計画しています。また、今日

の卓話をお願いしています太陽油脂さんは、年

末に塩釜東 RC との共同事業で行いました石

鹸プロジェクトの際にも協力いただいており

ます。環境保護についてですので皆さんも勉強

していただければと思います。 

・3/24(日)IM が「東北を忘れない」というテー

マで開催されます。 

多数の皆さんの出席をお願いします。 

・3/31(日)ロータリーウォーキングが開催され

ます。こちらも皆さん奮ってご参加ください。 

・田中章喜様 (星野つよし事務所)ですが、国際

ロータリーの定款、細則を確認したところ入会

資格を持たないということで、今回は入会見送

りとなりました。 

・先週、梶浦幹事と東京 RC の例会にメイクアッ

プして参りました。各テーブルにテーブルマス

ターがいて 3 か月同じメンバーで座るそうで

す。水曜日に帝国ホテルで例会を行っています

ので、興味のある方は参加してみてください。

普段お話をできないような方々が出席されて

います。 

 

-幹事報告- 

・理事会報告 

フィリピン送金の件が可決されました。 

入会案内パンフレット作成に向け見積りを依

頼しました。 

田中章喜様 (星野つよし事務所)ですが、入会見

送りとなりました。 

社会奉仕委員会より移動例会の予算が可決さ

れました。 

・新会員について 

田村様については送付しております。 

間山様については本日面談を行いました。 

・IM のご案内 

日時：2019 年 3 月 24 日(日) 

会場：藤沢商工会館(ミナパーク)６階ホール 

時間： 13：00 開場 13：30 受付開始 

14：00-16：55 

点鐘-IM 開催-９クラブ合同例会 

 17：10～18：10 合同懇親会 
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 

3 月 12 日 ３8（３3） 18 20 54.55  .  

2 月 19 日 ３7（３4） 22 15 64.71 1 67.65 
 

クリスタルホテル 4F「パルティール」         

Partir 
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・2019 年度新規米山奨学生及び継続性のための

オリエンテーション開催のご案内 

日時：2019 年 4 月 7 日(日) 

時間：12：30-13：30 受付・登録 

13：00-16：00 オリエンテーション 

16：00-17：30 奨学生歓迎会 

・2019 年地区・研修協議会のご案内 

日時：2019 年 4 月 21 日（日） 

登録 11：30～12：30 

研修・協議会 12：30 点鐘 

場所：日本大学生物化学資源部 

登録締切 2019 年 3 月 20 日（水） 

次年度担当委員長、新会員の方が対象です。 

・本日例会後、クラブ戦略計画策定チームの第 1

回会合が行われます。メンバーの方は宜しくお

願いします。 

・塩釜東 RC との友好クラブ締結式ですが、6 月

11 日昼の例会（移動例会）で行います。 

・例会変更のお知らせ 

綾瀬 RC 

3/19（火） 定款による休会 

4/2 （火） 3/29(金)親睦移動例会 

18：30 点鐘 於）厚木 寿司割烹たつみ 

4/30（火） 定款による休会 

茅ヶ崎 RC 

3/21（木・祝）祝日休会 

5/2 （木）  国民の休日休会 

・第 53 回神奈川県ロータリアン親睦テニス会 

（上野杯）会のご案内 【訂正】 

誤）日時：2019 年 4 月 8 日（火） 

正）日時：2019 年 4 月 9 日（火） 
 

-新会員入会式- 

田村進様 

（（宗）鵠沼伏見稲荷神社 代表役員、宮司） 

-委員会報告- 

・ロータリーウォーキングのご案内 

地区ロータリーウォーキング実行委員長 

  小澤一成様（藤沢西 RC） 

 
 

・出席報告      出席委員会 

・スマイル報告    スマイル委員会 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  

3/17  和田江理佳会員 

配偶者誕生日 

3/17  小柴智恵子様（小柴智彦会員奥様） 

 

-卓話- 

『石けんを知ろう！』  
藤澤雅人様 （太陽油脂株式会社） 

 
 

-次回例会案内- 

3/24（日）ＩＭ （3/19 は IM の振替休会） 

点鐘 

閉会 



 

 

 

-委員会報告- 

・フィリピン、トイレ寄贈について 

林国際奉仕委員長 

5/11 より現地に行き、補助金を贈呈と視察を

行います。詳細は改めて連絡いたします。 

また、あわせて古着や履き古したスニーカーな

どを現地に送る予定です。連絡を頂ければ受取

に行きますので、ご協力お願いします。 

   
 

-スマイル-       石井スマイル委員長 

【石井博 会員】 

太陽油脂（株）藤沢様 

本日の卓話をよろしくお願いします。 

【鈴木利雄 会員】 

太陽油脂 藤澤様 

本日の卓話よろしくお願い致します。 

【和田江理佳 会員】 

今日はおたん生日プレゼント 

ありがとうございます。 
 

-会員誕生日-   

和田江理佳会員 

 

お誕生日おめでとうございます。 

   
 

 
 

2018～2019 年度 

RI 会長 Barry Rassion 

     バリー・ラシン 氏 

RI テーマ  

BE THE INSPIRATION 

インスピレーションになろう 
 

   
 

 
 

 

 

2018-2019 村上年度活動方針 

『感動や喜びを共有できる仲間を 

増やし奉仕をしよう』 
 

活動計画 
1．仲間を増やそう。 

2．長く続けられる奉仕活動を探そう。 

3．みなさんに我々の活動を知ってもらおう。 


