
 

第 2079 回例会 2019 年 9 月 10 日（火）(天候) 晴れ №10 

ガバナー補佐公式訪問 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点鐘 

開会 

 

ロータリーソング：「奉仕の理想」 

ゲスト・スピーカー紹介 

渡邊 昭様 

（第 3 グループガバナー補佐）（藤沢北 RC） 

石川 麻央様 

（第 3 グループガバナー補佐幹事）（藤沢北 RC） 

渡場 哲子様 （ゆめちゃん食堂代表） 

 

会食・懇談  

 

-会長報告- 

・本日は、第 3 グループガバナー補佐、渡邊昭様、

同じく補佐幹事、石川麻央様、ようこそいらっ

しゃいました。ご指導の方よろしくお願い致し

ます。 

また、ゆめちゃん食堂、渡場代表よろしくお願

いします。 

・9/28(土)藤沢市民まつりの街頭ポリオキャン

ペーンと 10/20(日)地区大会（相模女子大）、

土日でお忙しいとは思いますが、参加できる方

はよろしくお願い致します。 

ポリオキャンペーンの担当時間割等詳細につい

ては、分かり次第連絡いたします。 

-幹事報告- 

（理事会報告） 

・8/21、江の島音楽の夕べ 合同例会精算書につ 

いて。14 名参加、支出の説明、移動例会費差

額分支払を報告。 

・10/8 ロータリーの夕べについて。 

アトラクションとして 70,000 円位の演者を

呼んで行う予定。会員増強委員会とも協議し、

メーリングリストで通知する、ゲストは 10 名

目標。 

・白旗遊行福祉祭りについて。 

社会奉仕委員会より当日のスケジュール及び

予算について報告があり、承認されました。 

協賛金 10,000 円、風船等 20,000 円 

・親睦旅行について。 

10/29(火)30(水) 

行先、須藤製作所栃木工場、伊香保温泉など、

個人負担 30,000 円で承認されました。 
 

（報告事項） 

・狩野元会員に規定に基づき供花１基(20,000

円)出しました。 

・IM 実行委員会田中委員長より 

2020 年 3 月 22 日(日)9：00～21：00 

ミナパーク 6 階を会場としておさえました。 

講演者、内容については次回実行委員会で協議

する予定、とのことです。 

・塩釜東クラブの会報が届きましたので回覧しま

す。 

・国際 RC より、豪雨による北九州被災地への義

援金協力依頼が届いております。ご協力いただ

ける方は回覧に添付した封筒に義援金を入れ

てください。 

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 

9 月 10 日 ３9（３5） 24 11 68.57  . 

8 月 27 日 ３9（３5） 26 9 74.29 1 77.14. 
 

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」         

Bonne Chance 
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 -委員会報告- 

・「親睦旅行」のご案内 

親睦委員会 
 

・「ゆめちゃん食堂への贈呈」 

社会奉仕委員会 
 

・「第２７回白旗遊行福祉祭り」のご案内 

社会奉仕委員会 
 

・出席報告           （代理）幹事 
 

・スマイル報告    スマイル委員会 
 

-卓話- 

『ＡＧ公式訪問』  
渡邊 昭様 

（第 3 グループガバナー補佐）（藤沢北 RC） 

石川 麻央様 

（第 3 グループガバナー補佐幹事）（藤沢北 RC） 
 

-次回例会案内- 

9/17（火） 通常例会 
  

点鐘 

閉会 
 

 
  

 

・「親睦旅行」のご案内 

細田親睦委員長 

 
 

会費 30,000 円で予定しております。 

須藤会員の須藤製作所栃木工場に伺った後、 

こんにゃくパーク、富岡製糸場を見学する予定で

す。10/29(火)30(水)を予定しています。 

後日、案内を送らせて頂きます。よろしくお願い

します。 

・「ゆめちゃん食堂への贈呈」 

社会奉仕委員長 

 
 

 
 

昨年に引き続きましてご支援いただき心から感

謝申し上げます。ゆめちゃん食堂は今年の春で 3

年目を迎えることが出来ました。いままで 136

組の親子が利用され、1 度の利用だけの方もいれ

ば、継続利用されている方、子育てが大変な時に

SOS のような気持ちで利用されている方など

様々なかたちで利用されています。子供たち同士

でくる利用者も増え、子ども食堂らしくなってま

いりました。2 年少しですが、地域の中に定着し

てきた実感もあります。地域の居場所として子供

だけでなく参加している大人たちも一緒に笑い

あい、心癒される居場所になってほしいのが私の

願いです。これからも永く継続することを一番の

目標に、未来ある子供たちのために頑張っていき

たいと思っています。このたびご支援いただいた

こと、私たちの活動の糧になり、また励みにもな

ります。大切に使わせていただきます。 

本当に有難うございました。 



 

 
・「第２７回白旗遊行福祉祭り」のご案内 

社会奉仕委員会 

11/24(日)9：00～17：00 がお祭りの時間帯

ですが、準備が８：00 から、片付けがお祭り終

了後にあります。協賛金だけではなく、エンドポ

リオのキャンペーンをする予定です。白旗神社の

境内にブースを出して行います。1 時間でも来れ

る方は来ていただいて、ポリオのキャンペーンに

協力いただければ幸いです。祭りのチラシは 10

月上旬に刷り上がる予定ですので、改めて配布し

ます。第 4 回くらいから協賛してきましたが、今

年度は実行委員長をさせていただくことになり

ましたので、是非協力をお願い致します。 
 

 
  

 

・スマイル報告    スマイル委員会 

【渡邊昭 ガバナー補佐】（藤沢北 RC） 

【石川麻央 ガバナー補佐幹事】（藤沢北 RC） 

本日はガバナー補佐訪問で参りました。 

台風一過のおいそがしい中たくさんのご出席あ

りがとうございます。 

つたない卓話になりますが、よろしくお願い致し

ます。 

【吉田新一 会長】 

RI、第 2780 地区ガバナー補佐 渡邊ガバナー補

佐様、石川 AG 幹事様、本日はようこそお越し下

さいました。 

ご指導の程よろしくお願い致します。 

【和田江理佳 幹事】 

渡邊ガバナー補佐、石川ガバナー補佐幹事 

本日はよろしくお願いします。 

【石田能治 会員】 

渡邊 AG、石川幹事、本日はようこそ 

よろしくお願い致します。 

【田中繁 会員】 

渡邊 AG、お疲れ様です。 

本日の指導よろしくお願いします。 

【小柴智彦 会員】 

渡邊ガバナー補佐、石川ガバナー補佐幹事 

本日は宜しくお願いします。 

【梶浦暁 会員】 

渡邊ガバナー補佐、石川補佐幹事 

ようこそおいで下さいました。 

ご指導お願いします。 

ゆめちゃん食堂、渡場様 

今後ともよろしくお願いします。 

 
  

-卓話- 

『ＡＧ公式訪問』  
渡邊 昭様 

（第 3 グループガバナー補佐）（藤沢北 RC） 

 
 

 
 


