
 

第 2071 回例会 2019 年 7 月 9 日（火）(天候) 曇り №2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点鐘 

開会 

 

ロータリーソング：「我等の生業」 

ゲスト・スピーカー紹介 

鈴木 董様（東京大学名誉教授） 

 

会食・懇談  

 

-会長報告- 

・本日は、東京大学名誉教授 鈴木先生、ようこ

そおいで下さいました。有難うございます。 

本日の会長報告は三点ほどございます。一つは

2780 地区のクリーンキャンペーン。もう一つ

は今年度のイースマイル。それから、他のクラ

ブへのメイクアップの報告です。 

・7/7（日）江ノ島の西海岸で 2780 地区の財

団学友主催のクリーンキャンペーンに和田幹

事と参加して参りました。ムスタファ君も元気

に参加し、米山の新しい友達ができ楽しそうに

しておりました。 

・イースマイルについて 

前年度に続きまして、先週の理事会で承認され

ました。ロータリーの夕べ、クリスマス会、新

年会、創立記念日、観桜会の 5 つの例会の際に

全員スマイルとして皆様にご協力お願いした

いと思います。第 1 回の年会費と共に請求書を

郵送する予定です。ご協力よろしくお願いいた

します。 

・メイクアップ報告 

水曜日、塩釜東 RC へメイクして参りました。 

6 月の友好クラブの締結式に参加できなかっ

た塩釜東 RC の砂金前幹事のサインが入った

締結書を預かりましたので、回覧いたします。 

金曜日、前回例会にビジターでいらした出村様

の所属されている横浜東 RC へメイクして参

りました。初例会は慣例で乾杯を行うというこ

とで盛大な例会でありました。 
 

-幹事報告- 

（理事会報告） 

・人頭分担金・地区資金等の前期繰越金よりの支

払いについて承認されました。 

・上期休会の決定について承認されました。 

・2019-2020 年度の予算案が承認されました。 

・出席免除会員について承認されました。 

（片岡会員、土屋会員、横田会員、洞口会員、 

大久保会員） 

・本年度名誉会員につき、前年度同様中村さんが

承認されました。合わせて今後規程・基準をつ

くることとなりました。 

・本年度イースマイルにつき、昨年同様ロータリ

ーの夕べ、クリスマス会、新年会、創立記念例

会、観桜会の 5 例会分 5,000 円が承認されま

した。 

・直前会長・幹事への記念品それぞれ 1 万円相当

額が承認されました。 

・報告事項 

村上進直前会長から吉田新一会長へ、会長印・預

金通帳一式・事務局鍵一式が引き継がれました。 
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 

7 月 9 日 ３9（３8） 28 10 73.68  . 

       
 

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」         

Bonne Chance 
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 （幹事報告） 

・7 月は第 1 回目の年会費の支払いがあります。

事務局より請求書を郵送しますのでよろしく

お願いいたします。 

・地区米山奨学カウンセラーのセミナーの案内が

ガバナー事務所より届いております。 

日時： 6/24（土）14：00～17：00 

場所： アイクロス湘南６階 E 会議室 

・地区財団と補助金管理セミナーの案内がガバナ

ー事務所より届いております。 

日時： 7/13（土）12：00～15：30 

場所： アイクロス湘南７階 E 会議室 

・塩釜東 RC より会報が届いておりますので、回

覧いたします。 

・例会の変更のお知らせ 

大和ＲＣ 

7/16（火） 取止め休会（祝日週） 

8/13（火） 取止め休会（祝日週） 

9/17（火） 取止め休会（祝日週） 
 

-委員会報告- 

・「納涼屋形船移動例会」のご案内 

親睦委員会 

・「IM 実行委員会 進捗報告」 

IM 実行委員長 

・「平和フェローカウンセラー活動報告」 

平和フェローカウンセラー 

・出席報告            出席委員会 
 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 

7/10   山口 俊明会員 

7/12   河合 克彦会員 
 

・スマイル報告    スマイル委員会 

 

-卓話- 

『トルコという国』  
鈴木 董様 （東京大学名誉教授） 

 

-次回例会案内- 

7/16（火） 夜間移動例会「納涼屋形船」  

  

点鐘 

閉会 

お願い 

例会の出欠確認について、回答率が悪くなってお

り、食事を無駄にしたり、お席や食事の準備に支

障をきたし、例会運営への影響もでております。

お手数ですが、早めの回答、確実な回答をお願い

いたします。 

・「納涼屋形船移動例会」のご案内 

細田親睦委員長 

 
 

7/16（火）移動例会「納涼屋形船」の出欠席で

すが、まだ枠が非常に空いております。受付は

7/10 いっぱい行う予定ですので、ご家族、ご友

人の方もお誘いあわせのうえ、是非ご参加くださ

い。よろしくお願いします。 

 
  

 

・「IM 実行委員会 進捗報告」 

田中繁 IM 実行委員長 

 
 

7/3（水）第 1 回目の実行委員会を開催いたしま

した。テーマを「子供たちの夢」とし、作文コン

クールの実施を予定しています。藤沢市の教育委

員会へ石川 AG 幹事より打診してもらいました

が、教育委員会では希望者が多く取り扱えないの

で、学校の責任者である各校長と話をしてほしい

とのことでした。対応について、本日例会後に臨

時の実行委員会を開催しますので、委員の方は出

席をお願いします。有難うございました。 



 ・「平和フェローカウンセラー活動報告」 

林会員 

 
 

今年、地区の平和フェローカウンセラーをやらさ

せて頂いています。8/22 に初顔合わせが国際基

督教大学で行われます。こちらに住む準備などを

お手伝いしながら、日本になじむようにサポート

していきたいと思います。機会があれば当クラブ

に来てもらい皆さんにご紹介できればと思いま

すので、よろしくお願いします。 
 

 
  

 

・出席報告 

          藤谷出席委員長 

 

 

 
  

-会員誕生日- 

河合 克彦会員 

 
 

 

お誕生日おめでとうございます。 

 
  

 

・スマイル報告    スマイル委員会 

【吉田新一 会長】 

鈴木董先生 

本日は御多用中のところ、藤沢東ロータリークラ

ブへお越し頂き、ありがとうございます。 

卓話の方、よろしくお願い致します。 

【吉田成江 会員】 

鈴木先生 

本日の卓話楽しみにしております。 

ありがとうございました。 



 【河合克彦 会員】 

誕生日のお祝い 

ありがとうございました。 

後期高齢者に突入です。 

【鈴木和夫 会員】 

鈴木タダシ先生いらっしゃいませ。 

卓話楽しみです。 

【田中繁 会員】 

鈴木董先生 

本日の卓話楽しみにしています。 

-卓話者紹介- 

 吉田成江会員 

 
 

-卓話- 

『トルコという国』  
鈴木 董様 （東京大学名誉教授） 

 

 
 

 
 

普段あまり聞くことのできないイスラムのお話、

とても興味深い内容でした。有難うございまし

た。 

 

 
 

2019～2020 年度 

RI 会長 MARK DANIEL MALONEY 

   マーク・ダニエル・マローニー氏 

RI テーマ  ROTARY 

 CONNECTS 

 THE WORLD 

ロータリーは世界をつなぐ 

 
   

2019-2020 吉田年度会長方針 
 

『新たな心で 

奉仕と親睦の和を広げよう』 
 


