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Rotary Club of Fujisawa East
☆会

Weekly Report

長／梶浦 暁 幹 事／大坪 加寿子 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／銀座アスター藤沢賓館 藤沢市南藤沢 2-1-2 ザ・プライムビル
TEL0466-28-2111

第 2139 回例会 2021 年 7 月 6 日（火）(天候) くもり
点鐘
開会

・2021 年 7 月のロータリーレートは、1 ドル＝
111 円です。（参考：6 月レート=110 円）
・ハイライトよねやまが届いておりますので回覧い
たします。
・本年度名簿作成の為、昨年度名簿を回覧致します
ので、ご確認をお願い致します。

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・スピーカー・ビジター紹介
メーキャップ 第三グループガバナー補佐
椋梨 兼彰 様
ゲスト
株式会社証券ジャパン
森田 保穂 様
報告事項

№1

・昨年度の夢ちゃん食堂、奉仕活動を載せた週報を
回覧しますので、ご参考ください。
例会の変更のお知らせ
藤沢南 RC
7/19 （月） ZOOM 例会 12：30～
8/ 9 （月） 祝日休会
8/16 （月） 休会・お盆休み
8/30 （月） 夜間例会予定

細田会員

会食・懇談
-会長報告・皆様こんにちは、今回会長が変わったという
ことで、本日は新しい開場(銀座アスター)での
開催になり、早くから SAA はじめ多くの皆様
なご協力により設営ができました。
・多少の不備は次回改善してまいります。
・林前会長から引き継いだバトンを良い形で次
の人につなぐために進んで参ります。皆様お力
添えのほどよろしくお願いいたします。
幹事報告・本日例会後に、理事会をこの会場で行いま
す。理事役員の方は、ご出席いただきますよ
う、どうぞよろしくお願い致します。
例会日
7月6日

総員(名)
34

出席(名)
33

綾瀬 RC
7/ 6・13・27（火）通常例会 12：30～
(食事なし 30 分～40 分程)
7/20（火） 休会
茅ヶ崎 RC
7/22（木）祝日休会
7/29（木）18：00 点鐘コルティーレ茅ヶ崎
ビジター費：5000 円
8/12（木）お盆休み

。
欠席(名)
4

出席(％)
87.88

メークアップ

修正出席率

-新会員入会式新入会員紹介
氏名：渡邊 昭

会員

生年月日：1982 年 4 月 5 日(満 39 歳)
事業所名：㈱渡辺花園 藤沢市宮原 1663
ロータリー歴：2012 年 1 月 1 日入会～
2021 年 6 月末(藤沢北 RC)
氏名：石川 麻央 会員
生年月日：1982 年 8 月 1 日(満 38 歳)
事業所名アクサ生命保険 横浜市中区本町 330-7
ロータリー歴：2015 年 9 月 11 日入会～
2021 年 6 月末(藤沢北 RC)
-委員会報告・前年度会長・幹事会報告
林前会長 ８月２日江ノ島オリンピックブー
スにお立ち寄りください
・国際奉仕委員会
齋藤会員 2019-20 フィリピン車椅子 5
台引渡し完了
・社会奉仕委員会
竹ノ内委員 夢ちゃん食堂移動例会のお案内
・広報委員会
田中会員 ロータリーオックスフォードシャ
ツ販売のお知らせ
・親睦会委員会
上堀会員 旅行のアンケートのお願い
・会員増強委員会
高橋会員 卓話のお願い・会員増強スポンサ
ーにはバッチが渡されます。
・出席報告
-会員＆配偶者誕生日会員誕生日
7/10 山口会員
7/12 河合会員
-寄付者表彰竹ノ内会員・石井会員・小柴会員・和田会員
―前年度会長・幹事記念品贈呈林前会長・高橋前幹事
・スマイル報告 スマイル委員会村木委員長
点鐘 閉会

-スマイル【椋梨兼彰

-卓話『新役員挨拶』
石井スマイル委員長
AG】

梶浦会長・大坪幹事 今年度初例会おめでとう
ございます。一年間よろしくお願い致します。
【梶浦暁 会長】
会長になり初の例会皆様に感謝申し上げます。
１年間頑張りますのでお力添えのほどよろしく
お願いたします。椋梨 AG お越しいただきあり
がとうございます。
【大坪加寿子 幹事】
梶浦年度一年間宜しくお願い致します。椋梨
AG 本日はようこそお越しくださいました。渡
邊 PAG 石川さん当クラブ入会いただきありが
とうございます。大歓迎です。
【小柴智彦 会員】
梶浦会長大坪幹事いよいよ新しい年度ですね。
一年間よろしくお願いいたします。椋梨 AG 一
年間ご指導をお願いします。
【田中繁 会員】
梶浦会長大坪幹事一年間頑張ってください。渡
邊さん石川さんようこそ藤沢東ロータリー入会
おめでとう。
【山口俊明 会員】
お誕生日お祝いありがとうございます。椋梨
AG 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。充実した航海が出来るよう
お手伝いさせて頂きます。石川真央さん渡邊昭
さんようこそロータリアンを楽しみましょう。
【村木薫

会員】

梶浦会長大坪幹事一年間よろしくお願いいたし
ます。
【高橋正宏 会員】
梶浦会長大坪幹事一年間よろしくお願いいたし
ます。椋梨 AG 本日はようこそおいでください
ました。渡邊新会員石川新会員よろしくお願い
いたします。
【細田研 会員】
転勤が決まりました。３年間思い出ありがとう
ございました。後任の森田をよろしくお願いい
たします。

【間山孝仁 会員】
梶浦会長大坪幹事一年間宜しくお願い致します。
椋梨 AG おいで頂き有難うございます。
【田村進 会員】
梶原新年度を祝して
【松本博 会員】
梶浦年度スタートおめでとうございます。
【渡邊昭 会員】
今月より移籍させていただきました。
よろしくお願いいたします。椋梨ガバナー補佐よ
うこそおいでくださいました。梶浦会長大坪幹事
今年度頑張ってください。
沢山のスマイルありがとうございます！

梶浦会長・大坪幹事一年間よろしくお願いいたします。

２０２１－２２年度役員体制

☆会 長 梶浦暁
（☆印は理事）
☆副会長 高橋正宏
☆幹 事 大坪加寿子
☆副幹事
☆会 計 間山孝仁
☆SAA
吉田成江
副 SAA 細田研
監 査 田中正昭
直前会長 林葉之
クラブ研修リーダー 河合克彦
☆クラブ管理運営委員長 山口俊明
出席委員長 間山孝仁
親睦・ファミリー委員長 上堀美智子
プログラム委員長 伊藤尚志
スマイル委員長 村木薫
☆会員組織委員長 須藤修司
職業分類・会員選考委員長 田中繫
会員増強委員長 村上進
☆クラブ公共イメージ委員長 小柴智彦
ＩＴ・広報・会報委員長 田中章喜
雑誌・Ｒ情報委員長 高橋正弘
☆奉仕プロジェクト委員長 齋藤卓章
国際奉仕委員長 齋藤卓章
社会奉仕委員長 竹ノ内健次
職業奉仕委員長 石田能治
青少年交換・奉仕委員長 林葉之
☆Ｒ財団・米山奨学委員長 林葉之
ロータリー財団委員長 田村進
米山奨学事業担当 横田佳代子
ソングリーダー
石井博
役員の皆様よろしくお願い致します。

石井ソングリーダ

細田副 SSA

親睦会委員会
上堀委員長
渡邊昭会員・石川真央会員
藤沢東ロータリークラブへようこそ

椋梨 AG 本日はありが
とうございました。

前年度会長・幹事報告

国際奉仕委員会委員会

社会奉仕委員会

IT 広報委員会

林前会長

齋藤委員長

竹ノ内委員長

田中(章)委員長

河合会員・山口会員
お誕生日おめでとうござ

寄付者表彰
石井会員

寄付者表彰
竹ノ内会員

います！

会員増強委員会
高橋委員

寄付者表彰
小柴会員

寄付者表彰
和田会員

林前会長・高橋幹事
お疲れ様でした。

スマイル報告

会長方針

スマイル委員会村木委員長

2021-2022
ロータリアンを楽しむための活動計画
1.

明るく楽しい例会を創造しよう

2.

魅力的な親睦会を創造しよう

細田会員３年間優しい

3.

みんなで奉仕を実践し体幹しよう

笑顔をありがとうござ

4.

自慢の東クラブ入会してもらおう

いました。新天地での
ご健勝をお祈りいたし
ます。(≧▽≦)

-次回例会案内7 月 13 日(火)
クラブ協議会①

