
 

第 2067 回例会 2019 年 6 月 11 日（火）(天候) 晴れ №43 

塩釜東ロータリークラブ 第 2552 回 合同例会 友好クラブ締結調印式 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式次第 

司会 藤沢東 RC 幹事 梶浦暁 

1.開会点鐘 

藤沢東 RC 会長 村上進 

2.国家斉唱「君が代」  

藤沢東 RC ソングリーダー 石井博 

3.ロータリーソング「奉仕の理想」 

4.ゲスト・ビジター紹介 

藤沢東 RC 親睦委員長 和田江理佳 

5.両クラブ会長挨拶 

藤沢東 RC 会長 村上進 

塩釜東 RC 会長 赤間一司 
 

6.友好クラブ締結調印式 

一、友好クラブ締結同意書へ署名 

両クラブ会長、幹事、奉仕プロジェクト委員長 

一、両クラブ会長記念撮影 
 

7.両クラブ前締結年度会長挨拶 

藤沢東 RC パスト会長 鈴木利雄 

塩釜東 RC パスト会長代理  

第 2520 地区第 6 分区ガバナー補佐エレクト 

海老達也 

8.スマイルボックス 

藤沢東 RC スマイル副委員長 横田佳代子 
 

9.卓話 

一、浦戸諸島の視察報告と藤沢市内での 

社会奉仕プロジェクトの近況報告 

藤沢東 RC 会長エレクト 吉田新一 

一、フィリピン国際奉仕プロジェクトの近況報告 

藤沢東 RC 国際奉仕委員長 林葉之 
 

10.閉会点鐘 

藤沢東 RC 会長 村上進 

11.出席者全員による記念撮影 

 

-ゲスト紹介- 

藤沢東 RC 親睦委員長 和田江理佳 

 
 

塩釜東 RC 

（会長）   赤間 一司様 

（副会長）  佐々木 正樹様 

（国際ロータリー第 2520 地区 

   第 6 分区 ガバナー補佐エレクト） 

海老 達也様 

吉木 由美様 

高橋 一夫様 

内海 仁一様 

 

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」         

Bonne Chance 

藤沢東ロータリークラブ 週報 
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-両クラブ会長挨拶- 

藤沢東 RC 会長 村上進 

 
両クラブが友好クラブの締結をしてから 5 年が

経ちました。期限が６月３０日まででしたが、こ

の度、延長ということになりました。これからも、

菜の花プロジェクト、石鹸プロジェクトのような

奉仕活動を通して塩釜東の皆様と一緒に活動が

出来たら良いなと思っておりますので、引き続き

よろしくお願い致します。 

また、たくさんのお土産をいただいております。

この場を借りて、御礼申し上げます。 

どうもありがとうございます。 

   
塩釜東 RC 会長 赤間一司様 

 
藤沢東RCの皆様にはこれまで当クラブの復興支

援活動や社会奉仕活動に対しまして、多大なるご

支援とご協力をいただいておりますことに、当ク

ラブを代表し厚く感謝を申し上げる次第であり

ます。今後も両クラブが奉仕活動を通して永く友

情を深めあえる友好クラブとしてお付き合いで

きますことをお願いする次第であります。本日の

友好クラブ締結調印式を新たな契機としてなお

一層息長いお付き合いが出来ますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

 

-友好クラブ締結調印式- 

 
 

 
   

-両クラブ前締結年度会長挨拶- 

藤沢東 RC パスト会長 鈴木利雄 

 
 

塩釜東 RC パスト会長代理 海老達也様 

 



 -スマイル-      横田スマイル副委員長 

【塩釜東 RC メンバー】 

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【村上進 会長】 

塩釜東ロータリークラブの皆様 

ようこそお越し下さいました。 

末永いおつき合いをお願いしたいと思っており

ます。 

【梶浦暁 幹事】 

塩釜東ロータリークラブの皆様 

ようこそおいで下さいました。 

継続して友好クラブとなれますことうれしくお

もっております。 

本日は私の誕生日で重ねてうれしい限りです。 

吉木さんお写真ありがとうございます。 

【石井博 会員】 

塩釜東ロータリークラブとの 

友好クラブ締結式お目出度ございます。 

【横田佳代子 会員】 

塩釜東ロータリークラブの皆様ようこそお出で

下さいました。 

塩釜ではおみこしを船にのせ、松島湾をめぐる日

本三大船祭りをします。藤沢には、日本三大弁天

様、龍神様がまつられてます。 

塩釜と藤沢が一緒になったら宝船ができます。 

今日は宝船の出航の日です。 

【石田能治 会員】 

塩釜東 RC の皆様 本日はようこそ。 

お逢い出来る事を楽しみにして居りました。 

【鈴木利雄 パスト会長】 

塩釜東ロータリークラブ殿 

本日の合同例会、友好クラブ締結調印式 

お目出とうございます。 

【土屋善敬 会員】 

塩釜東ロータリークラブの皆様 

ようこそお出で下さいました。 

調印式おめでとうございます。 

【田中繁 会員】 

塩釜東ロータリークラブの皆様 ようこそ。 

【山口俊明 会員】 

塩釜東RCの皆様 ようこそおいで下さいました。 

本日の友好クラブ締結調印式、誠にお目でとうご

ざいます。 

【小柴智彦 会員】 

塩釜東ロータリークラブの皆様 ようこそ。 

今回の友好クラブ締結調印式を期にますます交

流を深めればと思います。 

【吉田新一 会員】 

塩釜東ロータリークラブの皆様 

本日は遠路はるばるお越し頂きましてありがと

うございます。今後共よろしくお願い致します。 

【大坪加寿子 会員】 

お誕生お祝いをありがとうございます。 

塩がま東ロータリークラブの皆様 

本日はようこそおこし下さいました。 
 

   
 

-表彰-    
   

須藤 修司会員 PHF+3 

 
 

田中 繁会員 米山功労者 第 5 回マルチプル 

 



 

 
 

石井 博会員 米山功労者 第４回マルチプル 
 

 
 

   
 

吉田 成江会員 米山功労者 第１回 
 

 
  

 

 

大坪 加寿子会員 米山功労者 第１回 
 

 
 

   
 

林 葉之会員 米山功労者 第１回 
 

 
  

 

 

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 11 日 ３9（３7） 31 8 83.78   

5 月 28 日 ３9（３6） 23 16 63.89 3 72.22 
 



 -会員誕生日-   
 

大坪加寿子会員 

 
 

   
 

梶浦暁会員 

 
 

お誕生日おめでとうございます。 

-幹事報告-   

・事務局 有久さん退職報告 

6 月末で退職となりますことを報告致します。 

・米山学友会主催 

「クリーンキャンペーン」のお知らせ 

日時：2019 年 7 月 7 日（日）＊雨天決行 

11：00    小田急「片瀬江ノ島駅」集合 

11：30～12：30 片瀬海岸東で海岸清掃 

13：00～16：00  

海の家にてバーベキューと懇親 

16：00    現地解散 

締切：2019 年 6 月 24 日（月） 

・次年度会員増強・会員維持セミナーのご案内 

日時：2019 年 6 月 11 日（火） 

   13：30～17：30 

会場：ミナパーク 6 階 
 

   
 

-委員会報告-   

・ＩＭ実行委員会について 

田中繁 ＩＭ実行委員長 

 
ＩＭは来年 3 月 22 日（日）ですが、当クラブ

がホストを務めることになりました。全会員に

参加をしていただいて、それぞれ持ち場を決め

て担当していただくこととなりますが、段取等

を決めていくにあたり、次の 7 名の方に実行委

員をお願いすることになりました。 

土屋善敬会員、片岡啓次会員、吉田新一会長エ

レクト、和田江理佳幹事エレクト、林葉之会員、

高橋正宏会員、竹之内健次会員。 

私もやってやろうという方がいらっしゃれば、

申し出て頂ければと思います。どうぞよろしく

お願い致します。有難うございました。 

 

 

 



 -卓話-   

『浦戸諸島の視察報告と藤沢市内での 

社会奉仕プロジェクトの近況報告』 

藤沢東 RC 会長エレクト 吉田新一 
 

 
 

 

『フィリピン国際奉仕プロジェクトの 

近況報告』 

藤沢東 RC 国際奉仕委員長 林葉之 
 

 

   
-次回例会案内- 

6/18（火）夜間移動例会 

点鐘 

閉会 
 

-出席者全員による記念撮影- 
 

 
 

塩釜東ＲＣの皆様、遠く藤沢までご足労いただきありがとうございました。 

これからも皆様と協力し合い奉仕活動を続けていけますよう、よろしくお願い致します。 


