藤沢東ロータリークラブ 週報
2019-2020

Rotary Club of Fujisawa East Weekly Report
☆会

長／吉田新一 幹 事／和田江理佳 例 会／毎週火曜日

12:30～

☆事務所／藤沢市南藤沢 9-6 シャレー藤沢 510 号室
TEL 0466-41-9191

FAX 0466-41-9192

☆例会場／湘南クリスタルホテル

第 2077 回例会
点鐘
開会

藤沢市南藤沢 14-1 TEL 0466-28-2111

2019 年 8 月 27 日（火）(天候) 晴れ

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」
Bonne Chance

№8

・8/6 理事会にて決定しました案件については、
後ほど幹事より報告いたします。

ロータリーソング：「我等の生業」
ゲスト・スピーカー紹介
三澤京子様
（2780 地区会員増強・会員維持委員長）
（寒川 RC）
岩澤あゆみ様
（2780 地区会員増強・会員維持副委員長）
（茅ヶ崎 RC）
狩野元会員のご冥福をお祈りし黙祷
会食・懇談
-会長報告-

・本日は、地区の会員増強・会員維持委員長の三
澤様、副委員長の岩澤様、急なお願いにもかか
わらず、卓話にお越しいただきありがとうござ
います。よろしくお願い致します。
出席報告
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出席（名）
24
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-幹事報告・本日、例会後に長期戦略計画策定の会議を行い
ます。メンバーの方はよろしくお願い致しま
す。
（理事会報告）
・7/17 納涼屋形船の精算と、
8/21 合同夜間例会計画書について承認され
ました。
・プログラム日程変更
ロータリーの夕べ 9/17→10/8 について承
認されました。9/17 卓話者は別途調整
・Rotary Japan100 周年記念バッチ(1 個 200
円)の 40 個購入が承認されました。
・村上年度において 50 周年積立金が 50 万円積
立することで承認されました。併せて村上年度
の会計報告が承認されました。
・活動計画書印紙代 7 万円と会員手帳印刷代 8.5
万円が承認されました。
・社会奉仕委員会 ゆめちゃん食堂の今年度支援
80,900 円及び継続支援が承認されました。
（会長会報告）
・9 月は AG 訪問が続きますのでよろしくお願い
致します。
・9/28(土)藤沢市民まつり・ポリオキャンペー
ンについて、クラブ担当者は後日
・10/19(土)20(日)地区大会の案内がありまし
た。クラブ紹介と写真をガバナー事務所に送付
する依頼がありました。
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・10/7(月)地区大会 親睦ゴルフコンペの案内が
ありました。回覧します。
・8/20 ロータリーウォーク実行委員会
第 7 回開催日、3/29(日)で決定。
実行委員長 ふじさわ湘南 RC 中田隆之会員

-会員＆配偶者誕生日会員誕生日
8/22
竹之内 健次会員
・スマイル報告

スマイル委員会

-卓話・例会の変更のお知らせ
茅ヶ崎湘南ＲＣ
8/28（水）納涼例会
モキチ・フーズガーデン 18：30 点鐘
藤沢南 RC
9/16（月）
9/23（月）

祝日休会（敬老の日）
祝日休会（秋分の日）

『会員増強・会員維持について』
三澤京子様
（2780 地区会員増強・会員維持委員長）
（寒川 RC）
岩澤あゆみ様
（2780 地区会員増強・会員維持副委員長）
（茅ヶ崎 RC）

・会員名簿校正のデータを回覧します。
写真や住所など変更がありましたら、記入し変
更ありに○印をお願いします。

-次回例会案内9/3（火） 通常例会
「クラブ協議会」

-委員会報告・「IM 実行委員会

点鐘
閉会

進捗報告」

IM 実行委員長
・「平和フェローカウンセラーの報告」
平和フェローカウンセラー
・「長期戦略計画策定会議 中間報告」
河合リーダー

・出席報告

出席委員会

-表彰マルチプルポールハリスフェロー プラス 1
大坪 加寿子会員
ベネファクター
吉田 新一会長

・
「IM 実行委員会

進捗報告」
田中繁 IM 実行委員長

8/26（月）第 3 回目の実行委員会を開催いたし
ました。「子供たちの夢、希望」の、作文コンク
ールの実施を予定しています。正式なテーマが決
まっておらず、ロータリーと関連づいたものにし
ようと考えています。司会進行については高橋会
員にお願いしました。順次、役割分担を皆さんに
お願いしたいと思いますので、今後ともよろしく
お願い致します。

・「平和フェローカウンセラーの報告」
平和フェローカウンセラー

ベネファクター
吉田 新一会長

8/12 デレク・チンさんがアメリカのボストンか
ら参りました。気さくでとても親しみやすい方で
す。一度例会にお連れしますので、よろしくお願
いします。のちほど自己紹介の動画を LINE にア
ップしたいと思います。
おめでとうございます。
-表彰マルチプルポールハリスフェロー プラス 1
大坪 加寿子会員

-会員誕生日竹之内 健次会員

おめでとうございます。
お誕生日おめでとうございます。

-卓話・スマイル報告
スマイル委員会
【寒川 RC 三澤京子様】
（第 2780 地区会員増強・会員維持委員長）
地区会員増強・会員維持委員会より参りました。
委員長の三澤でございます。
本日は宜しくお願い申し上げ万寿。

『会員増強・会員維持について』
三澤 京子様
（第 2780 地区会員増強・会員維持委員長）
（寒川 RC）

【茅ヶ崎 RC 岩澤あゆみ様】
（第 2780 地区会員増強・会員維持副委員長）
本日は、地区卓話で伺いました。
私の生まれた年に誕生した藤沢東ロータリーク
ラブに来るのを楽しみにしておりました。
本日はよろしくお願い致します。
【吉田新一 会長】
第 2780 地区会員増強・会員維持委員会 三澤京
子委員長、同 岩澤あゆみ副委員長
本日は御指導の方、よろしくお願い致します。
【和田江理佳 幹事】
第 2780 地区会員増強・会員維持委員会
三澤委員長様、同 岩澤副委員長様
本日は卓話よろしくお願い致します。

岩澤 あゆみ様
（第 2780 地区会員増強・会員維持副委員長）
（茅ヶ崎 RC）

【田村進 会員】
お花有難うございました。
【小柴智彦 会員】
三澤委員長 岩澤さん
本日の卓話よろしくお願いします。
【竹之内健次 会員】
誕生日祝い、ありがとうございます。

2019～2020 年度
RI 会長 MARK DANIEL MALONEY
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とてもためになるお話をありがとうございまし
た。

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』

