
 

 

 

 

 

 

第 2109 回例会 2020 年 8 月 4 日（火）(天候) 晴れ №５ 

ガバナー公式訪問 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点鐘 

開会 
 

国家斉唱：君が代 

ロータリーソング：「奉仕の理想」 
 

４つのテスト：ＳＡＡ 

藤沢東ロータリークラブの理念：幹事 
 

ゲスト・ビジター紹介 

久保田 英男様 

（第 2780 地区ガバナー）（鎌倉 RC） 

市川 洋様 

（第 3Ｇガバナー補佐）（ふじさわ湘南 RC） 
 

新会員紹介 

松本 博様  （第一生命保険株式会社） 
 

会食・懇談  
 

-会長報告- 

・皆さんこんにちは。 

久保田ガバナー、市川 AG 本日はよろしくお

願いします。今日は出席率がとても高くなって

います。皆さんの顔をしっかりと見ていただい

て、後ほど久保田ガバナーのお話もありますの

でお願いします。地区の方針も色々ございます、

我々もそれに従って行動していきたいなと思い

ますがコロナ禍でどのような形になるかわかり

ませんが、これから一年間頑張っていきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

-幹事報告- 

・例会終了後、理事会があります。理事、役員の

方はご出席をお願いします。 
 

・例会終了後、全員で集合写真を撮ります。すぐ

に帰らないようにお願いします。 

そのあと、久保田ガバナーを囲んで懇談会を開

きます。お時間の許される方はご参加ください。 
 

・2020 年８月のロータリーレートは、1 ドル＝

105 円です。（参考：7 月レート=107 円） 
 

（例会の変更のお知らせ） 

綾瀬ＲＣ 

8/４(火) 18(火) 25(火) 30 分のみ例会開催 

30 分のみの例会は食事の用意はありません。 

8/1１（火）休会 
 

・本日、全員スマイルとなっています。 

皆様ありがとうございます 
 

2020～2021 年度 

RI 会長 Holger Knaack 

   ホルガー・クナーク氏 

RI テーマ 

Rotary Opens Opportunities 

ロータリーは機会の扉を開く 
 

 
 

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 

８月４日 32（31） 25 6 80.65   

7 月 21 日 31（29） 22 7 75.86 なし  
 

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／林 葉之  幹 事／高橋 正宏  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 TEL0466-28-2111 
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  -委員会報告- 

・「ロータリーの友」令和 2 年８月号抜粋 

雑誌・R 情報 田村委員長 

横のページは、ホルガー・クナーク会長の言葉。 

9 ページの記事。 

ロータリーは自らの手で「一歩前へ！」 

12 ページの記事。 

世界が止まっても、彼らは止まらなかった 

24 ページの記事。よねやまだより 

縦のページは、17 ページの記事。 

ロータリーアットワークをおすすめします。 

ぜひお読みください。 
 

・「ムスタファ君の現状報告」 

米山奨学事業担当 吉田委員長 
 

・「合同委員会ついて報告」 

地区社会・国際奉仕委員会 梶浦会員 

 

・出席報告           出席委員会 

 

 
 

-会員誕生日- 

８/3   小柴 智彦 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 

-卓話- 

『ガバナー公式訪問』 
久保田 英男様 

（第 2780 地区ガバナー）（鎌倉 RC） 

 
 

 
 

-次回例会案内- 

8/11（火） 休会 

8/18（火） 通常例会 

卓話『新型コロナウイルス感染症対策について』 

林健太郎様（湘南信用金庫） 
 

 

点鐘 

閉会 
 

 

『林年度会長方針』 
「人にやさしく、自然にやさしく 

Love the Nature，Love the Others，」 

 

「人にやさしく」とは、 

会員間での思いやりを持つこと。 

「自然にやさしく」とは、 

刻々と変化する環境の中でいつでも人への奉

仕の心を忘れず自然体で活動に取り組むこと。 



 -新会員挨拶- 

 
 

皆さんこんにちは。第一生命湘南支社の松本と

申します。宜しくお願い致します。 

ロータリーの活動は松江南 RC で 2 年間、ご一

緒させていただいておりました。前任の島根では

日本生命の徳山支社長と同じマンションに住ん

でおりまして、同じ業界で懇親を深めておりまし

た。徳山さんのおられたクラブに入会できたこと

は本当にうれしく思っております。チャーターメ

ンバーである須藤社長のご紹介をいただきまし

て入れたことも極めて名誉に思っております。 

是非皆さまと一緒にカラオケとか飲み会とか

ゴルフとか諸々誘っていただければと思ってい

ます。どうか宜しくお願いします。 
 

 
 

・スマイル報告       スマイル委員会 
 

【久保田英男 ガバナー】（鎌倉 RC） 

2020-21 年度、今年度は色々な意味で例年とは

違う始まりになりました。でも、それは私たちが

変化しないというメッセージかもしれません。一

緒に扉を開き、新しい機会に出会いましょう。公

式訪問、本日はよろしくお願い致します。 
 

【市川洋 ガバナー補佐】（ふじさわ湘南 RC） 

本日はガバナーのお供として参りました。 

宜しく御願い致します。 
 

【林葉之 会長】 

久保田ガバナー、市川 AG、本日は藤沢東ロータ

リークラブへようこそおいで下さいました。本年

度どうぞ宜しくお願い致します。 

松本様、楽しいロータリーライフをいっしょにあ

ゆんで行けることをたのしみにしています。 

 

【高橋正宏 幹事】 

林年度 5 回目の例会です。 

久保田ガバナー、市川 AG ようこそいらっしゃい

ました。本日はよろしくお願いします。 
 

【石井博 会員】 

久保田ガバナー公式訪問 

よろしくご指導をお願いいたします。 
 

【横田佳代子 会員】 

久保田ガバナー 藤沢東ロータリークラブにお

越し頂き、うれしく思います。お待ちしておりま

した。ラダックの国際活動においていつも、あた

たかく応援して頂き感謝しております。 
 

【吉田成江 会員】 

久保田ガバナー 市川 AG 

本日はよろしく御指導下さいませ。 
 

【石田能治 会員】 

久保田 G 市川 AG 

本日はよろしくお願い致します。 
 

【入澤初子 会員】 

久保田ガバナーようこそ。 

よろしく御指導の程おねがい致します。 
 

【鈴木和夫 会員】 

久保田ガバナー 市川ガバナー補佐 

いらっしゃいませ。 

１年間宜しくお願い致します。 
 

【田中繁 会員】 

久保田ガバナー 市川ガバナー補佐 

コロナ禍の中、おつかれ様です。 

御指導よろしくお願いします。 
 

【山口俊明 会員】 

久保田ガバナーようこそおいで下さいました。 

本日はご指導よろしくお願い致します。 
 

【上堀美智子 会員】 

久保田ガバナー 市川ガバナー補佐 

本日はよろしくお願い致します。 
 

【田村進 会員】 

久保田ガバナー 

本日はよろしくお願い致します。 
 

【小柴智彦 会員】 

久保田ガバナー 市川ガバナー補佐 

本日はよろしくお願いします。 

誕生日のお祝ありがとうございます。 

６２才になりました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【村木薫 会員】 

久保田ガバナー 市川 AG 

本日はよろしくお願い致します。 
 

【齋藤卓章 会員】 

久保田ガバナー、市川 AG 

ようこそいらっしゃいませ 

本日は宜しくお願い致します。 
 

【大坪加寿子 会員】 

久保田ガバナー 市川ガバナー補佐 

本日は暑い中おこし頂きありがとうございます。 

本日御指導宜しくお願いします。 
 

【松本博 会員】 

入会 よろしくお願いします。 
 

【細田研 会員】 

久保田ガバナー 

お暑い中、公式訪問ありがとうございます。 

本日は宜しくお願い致します。 

 

 

 

【伊藤尚志 会員】 

久保田ガバナーの来訪を歓迎して 
 

【間山孝仁 会員】 

久保田ガバナー 市川 AG 

本日は有難うございます。お話楽しみにしており

ます。宜しくお願い致します。 
 

【竹之内健次 会員】 

久保田ガバナー 本日はようこそおいで下さい

ました。ご指導よろしくお願いします。 
 

【梶浦暁 会員】 

久保田ガバナー、市川 AG 

本日はご指導よろしくお願いします。 
 

【村上進 会員】 

久保田ガバナー 市川 AG 

本日はよろしくお願い致します。 
 

 

 


