
 

第 2081 回例会 2019 年 9 月 24 日（火）(天候) 晴れ №12 

ガバナー公式訪問 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点鐘 

開会 
 

ロータリーソング：「手に手つないで」 
 

ゲスト・スピーカー紹介 

杉岡 芳樹様  （相模原 RC） 

（RI 第 2780 地区 2019-20 年度ガバナー） 

渡邊 昭様   （藤沢北 RC） 

（RI 第 2780 地区 2019-20 年度第 3Ｇ ＡＧ） 
 

会食・懇談  
 

-会長報告- 

・本日は、ガバナー公式訪問です。 

 RI 第 2780 地区 2019-20 年度ガバナー、杉

岡芳樹様、第 3 グループガバナー補佐、渡邊昭

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。 

・9/17(火)臨時理事会で、IM 開催計画概要と予

算計画書に関して全員一致で可決頂きました。

9 クラブの奉仕活動の紹介とたかのてるこ様

の講演を予定しています。IM 収支管理口座の

開設についても承認されましたので、先日、湘

南信金さんに開設いたしました。 

・9/17(火)夜実施された会長幹事会にて、IM の

概略を説明し、奉仕活動のデータ提出もあわせ

てお願いし、了承頂きました。 

・9/28「市民まつり街頭キャンペーン」 

13：00-15：00 が当クラブの当番時間です。

ご協力お願いします。 

・10/20(日)「RI 第 2780 地区 地区大会」 

 お時間のある方は、是非ご参加ください。 
 

-幹事報告- 

・本日例会後に杉岡ガバナーとの懇談会がありま

す。ご都合のつく方はお願いします。 

・第 54 回神奈川ロータリアン親睦テニス大会 

（上野杯）のご案内が届いています。 

・第 48 回ロータリー研究会（予告） 

チラシが届いています。 

・2020-21 実施年度向け 第 1 回地区補助金 

説明会のご案内が届いています。 

対象者は会長・R 財団委員長・クラブ奉仕プロ

ジェクト委員長です。(次年度)  

・ロータリー青少年交換学生募集について 

チラシと流れについての資料が届いています。 

・国際ロータリー2780 地区 2019-20 年度 

地区大会親睦ゴルフコンペについて 

・第 2780 地区第 3 グループ共同プロジェクト 

「市民まつり街頭キャンペーン」のご案内が 

届いています。 

・ハイライト米山が届いています。 

（例会変更のお知らせ） 

藤沢北西 RC 

10/10(木)  休会 

10/24(木)  10/20 地区大会の振替休会 

 

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』 

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 24 日 ３9（３6） 24 12 66.67  . 

9 月 10 日 ３9（３5） 24 11 68.57 0  
 

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 
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 藤沢市南藤沢 14-1 TEL 0466-28-2111 

2019-2020 

 



 

 
-委員会報告- 

・「親睦旅行」のご案内      親睦委員会 

親睦旅行の案内をお送りしました。 

10/29(火)30(水)会費 30,000 円です。 

参加申し込み締め切りは10/10までとなってお

ります。数多くの方の参加をお待ちしています。

よろしくお願いします。 
 

・「アフリカへの寄付の報告」 国際奉仕委員会 
 

・退会挨拶 

土屋善敬会員 

鈴木利雄会員 
 

・出席報告           （代理）幹事 
 

・スマイル報告         （代理）幹事 
 

-卓話- 

『ガバナー公式訪問』  
杉岡 芳樹様  （相模原 RC） 

（RI 第 2780 地区 2019-20 年度ガバナー） 

渡邊 昭様   （藤沢北 RC） 

（RI 第 2780 地区 2019-20 年度第 3Ｇ ＡＧ） 
 

-次回例会案内- 

10/8（火） 夜間例会『ロータリーの夕べ』 
  

点鐘 

閉会 
 

 
  

 

・スマイル報告    スマイル委員会 

【杉岡芳樹 ガバナー】（相模原 RC） 

【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） 

本日はガバナー公式訪問で参りました。 

懇談会まで、どうぞよろしくお願い致します。 
 

【吉田新一 会長】 

第 2780 地区 2019-2020 年度ガバナー杉岡

芳樹様 第 3 グループガバナー補佐渡邊昭様 

本日は御指導の程よろしくお願い致します。 
 

【土屋善敬 会員】  10,000 円スマイル 

長い間お世話になりました。 

藤沢東ロータリークラブの益々のご繁栄をお祈

り致します。 
 

【田中繁 会員】 

杉岡ガバナー  

本日の公式訪問、御指導よろしくお願いします。 

【山口俊明 会員】 

杉岡ガバナー ようこそお出で下さいました。 

本日は御指導の程、よろしくお願いします。 

【小柴智彦 会員】 

杉岡ガバナー、渡邊ガバナー補佐 

本日は宜しくお願いします。 

【林葉之 会員】 

杉岡ガバナー、渡邊ガバナー補佐 

本日はお忙しい中、藤沢東 RC におこしいただき

ありがとうございます。 

本日の卓話楽しみにしています。 

【村上進 会員】 

杉岡ガバナー、渡邊 AG 

本日はよろしくお願い致します。 
 

 
  

 

-卓話- 

『ガバナー公式訪問』  
杉岡 芳樹様  （相模原 RC） 

（RI 第 2780 地区 2019-20 年度ガバナー） 
 

一クラブ、一奉仕プロジェクトを 

 

 
 

 

 

杉岡ガバナー、御指導ありがとうございました。 

 


