
 

第 2064 回例会 2019 年 5 月 21 日（火）(天候) 雨 №40 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点鐘 

開会 

ロータリーソング：「それでこそロータリー」 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介 

ゲスト 渡邊昭様 

（ＲＩ第 2780 地区次年度第 3Ｇガバナー補佐） 

 

会食・懇談  

-会長報告-  

・本日は、大雨ということで例会の出席率が悪く

なるのではと心配でしたが、多数の出席を頂き

ましてありがとうございます。 

また、次年度ガバナー補佐の渡邊さんにも来

ていただいているので、後程ご挨拶を頂きたい

と思います。来年頑張って下さい。 

・相模原大野 RC ポリオイベント参加報告 

先日のカメリアRCのチャーターナイトの際に

相模原大野 RC 会長よりお誘いを頂き、参加し

て参りました。車ソムリエというイベントで、

さがみこプレジャーフォレストを会場に古い

車からスーパーカーまでいろいろな車を並べ

て、この車を見て頂いたお客様にポリオの募金

をお願いするという内容でした。こういったお

イベントも１クラブではなく、地区として協力

して行えば、より大きな活動ができる可能性を

感じました。 

・上堀さん本日のイニシエーションスピーチ。テ

イク２ですが、よろしくお願いします。 

・今度の日曜日、シャイニングボーイズの社会奉

仕活動がありますので、ご出席いただければと

思います。懇親会のみでも大丈夫です。お時間

のある方は、是非ご参加ください。 

・村上年度もあと残り 1 か月です。会長方針とし

ています『感動や喜びを共有できる仲間を増や

し奉仕をしよう』に沿って、当クラブの活動を

見て頂いて、共感してもらえるお仲間をお誘い

いただければと思います。3５名で始まり純増

4 名。現在３９名。あと 1 名で 40 名です。 

何卒ご協力をお願い致します。 

-幹事報告- 

(理事会報告) 

・塩釜東 RC との友好クラブの協定書の内容が上

程され可決されました。 

・こどものみらい古本募金（証券ジャパンさんの

活動）についてのアナウンスをクラブで行うこ

とが可決されました。 

・2019-2020 年度 IM 実行委員会。 

メンバーについては継続事項となりました。 

・フィリピン地震義援金は可決されました。 

・5/14 臨時理事会でクラブ協議会の予算計画書 

が可決されました。 

(会長幹事会報告) 

・地区補助金の配布が決定。かながわ湘南 RC の

ネパールでの事業に配布されました。 

・国際大会、地区ナイトの詳細が配布されました。 

・規定審議会の決定について資料が配布されまし

た。6/15(土)報告会も開催されます。参加希

望者は幹事、事務局まで。締切 6/3(月) 

・青少年交換一覧、財団学生一覧、米山奨学生一

覧が配布されました。 

・藤沢 RC 65 周年記念例会・祝賀会の案内及び

お誘いがありました。当クラブより、山口 AG

須藤チャーターメンバー、村上会長、梶浦幹事

の 4 名で参加します。 

・時計塔の報告がありました。 
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 

5 月 21 日 ３9（３5） 25 14 71.43   

5 月 7 日 ３9（３6） 30 9 83.33 1 86.11 
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(幹事報告) 

・次年度 RI 会長ご夫妻歓迎会のご案内 

日時：8/7(水) 登録開始 17：30 

        歓迎会 18：00-20：00 

場所：鎌倉パークホテル 

内容： 

第１部 RI 会長 マーク・Ｄ・マローニー会長講演 

第２部 懇親会 

締切：6/25(火) 

・2018-19 年度下半期クラブ委員会活動報告書

ご提出のお願い。5/24(金)締切です。 

・第３回戦略計画策定会議。本日開催です。 

メンバーの方は出席お願いします。 

-委員会報告- 

・現次ガバナー補佐ご挨拶 

山口ガバナー補佐 

おかげさまをもちましてガバナー補佐の役目

を終えることができそうです。村上会長はじめ

梶浦幹事そして会員の皆様の協力に心から感

謝申し上げます。 

今年度は村上会長のリーダーシップのもと、

藤沢東にとって新たな旅立ちになった１年だ

ったと感じています。 

１年間ありがとうございました。 
 

渡邊 次年度ガバナー補佐 

 ２０２０年は IM のホストクラブということで

藤沢東クラブの皆様におかれましては、吉田会

長エレクト、田中実行委員長はじめ、実行委員

会を立ち上げられて、多大なるご協力を賜りま

すよう、この場をお借りしてまずはお願い申し

上げたいと思います。 

 先日のフィリピンの地震におかれましては、見

舞金と支援物資をお送りになったということ

で、大変すばらしい奉仕活動をされていると感

じました。 

次年度は、皆様のご協力をいただきながら精一

杯頑張って参りたいと思っておりますので、ど

うぞこれから１年間よろしくお願い致します。 

 

・「フィリピン奉仕活動のご報告」 

国際奉仕委員会 林委員長 

 
先週、村上会長、梶浦幹事、田中繁会員、小柴会

員、齋藤会員、吉田新一会員、私。計７名で行っ

て参りました。体調を崩したり、事故にあったり

などの大きな問題はなかったのですが、唯一の問

題はちょうど現地の選挙期間に重なってしまい、

むこうは選挙前はお酒が飲めないということで、

お酒を飲むのに非常に苦労したということです。 

今日、報告書を２種類、回覧しますが、一つは出

発前に皆さんからお預かりした資金 114,000

円の報告と、もう一つはトイレの寄贈の報告書と

なります。 

6/11 に、写真などまとめて、あらためて、詳し

い奉仕活動の報告をさせていただきます。 

   
 

 
クパオ南 RC より返礼品を頂きました。 



 ・「ふれあいコンサート（懇親会）のご案内」 

社会奉仕委員会 大坪委員長 

 
5/26（日）シャイニングボーイズのふれあいコ

ンサートですが、懇親会のみの参加希望者がいら

っしゃるということなので、FAX にて連絡を回

していただきますので、早めに返事をいただけま

すよう、よろしくお願いします。 

時間は 17：30 より藤沢の「まつだや」にて行

います。会費は 4000 円になります。 

 

・出席報告      出席委員会 
 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  

5/20  石井博会員 

5/22  高橋正宏会員 

 

・スマイル報告    スマイル委員会 

   
 

 
 

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 
 

   
 

 

-卓話- 

『イニシエーション・スピーチ』  
上堀 美智子会員 

 
 

 

-次回例会案内- 

5/28（火）通常例会 

 

点鐘 

閉会 

   
 

-スマイル-       石井スマイル委員長 

【山口俊明 ガバナー補佐】 

あと僅かでガバナー補佐の役務を終える事にな

ります。村上会長、梶浦幹事をはじめ、会員の皆

様の御協力に感謝申し上げます 

本日は現次ガバナー挨拶に参りました。よろしく

お願い致します。 

上堀さん イニシエーションスピーチ頑張って下

さい。 

【渡邊昭 次年度ガバナー補佐】 

（藤沢北ＲＣ） 

本日、ガバナー補佐新旧の御挨拶で参りました。 

次年度宜しくお願い致します。 

【村上進 会長】 

上堀さん イニシエーションスピーチ 

よろしくお願い致します。 

【石井博 会員】 

誕生日のお祝いありがとうございます。 

【石田能治 会員】 

渡邊 AG エレクト 本日は雨の中ようこそ。 

御苦労様です。 
 

 



 

 
【鈴木利雄 会員】 

石井会員 益々元気で頑張りましょう。 

上堀さんイニシエーションスピーチ楽しみにし

ています。 

【田中繁 会員】 

上堀さん本日のイニシエーションスピーチ楽し

みにしています。 

渡邊 AG エレクト ようこそ。 

【吉田新一 会員】 

上堀様 本日のイニシエーションスピーチ 

よろしくお願い致します。 

渡邊 AG エレクト 

本日はようこそ、藤沢東 RC へ 

足元の悪い中、ありがとうございます。 

【大坪加寿子 会員】 

渡邊ガバナー補佐エレクト 

本日は悪天候の中ありがとう御座います。 

今後とも宜しく御指導お願いします。 

上堀さん 

イニシエーションスピーチ楽しみです。 

【高橋正宏 会員】 

誕生日プレゼントありがとうございます。 

上堀さん 

イニシエーションスピーチ宜しくお願いします。 

【林葉之 会員】 

渡邊ＡＧエレクト、本日は雨の中ご訪問いただき

ありがとうございます。次年度、応援しています。 

又、My Lovely ちゃんのたん生日プレゼントあり

がとうございます。たん生日当日フィリピンにい

たのでなにもしてあげられなかったのですが、お

花をもらえて大感げきでした。 

 

たくさんのスマイルありがとうございます！ 

   
-会員誕生日-   

石井博会員 

 

 
 

 

高橋正宏会員 

 
 

 
 

 

お誕生日おめでとうございます。 

 

元気な歌声と楽しいスピーチを 

ありがとうございます。 

来年も楽しみにしています。 


