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NO.31     第 3059 例会    ２０１７年３月２２日     天候 晴れ

 

ロータリーソング「手に手つないで 」 

四つのテスト 

 

≪≪≪≪ゲスト・ゲスト・ゲスト・ゲスト・ビジターの紹介ビジターの紹介ビジターの紹介ビジターの紹介≫≫≫≫    

  ゲストスピーカー：榎本 勝己 様 

          （湘南学園中学校高等学校校長） 

（紹介者 大西会員） 

ゲスト：星谷 けい子 様（紹介者 大野木 会員） 

     鈴木 隆一 様 （かながわ信用金庫営業部）

（紹介者 鈴木 会員） 

佐藤 允 様 （湘南学園同窓会 前会長） 

               （紹介者 大西会員） 

     Marine Monon CADO 様 

（2016-17 年度青少年交換学生） 

（紹介者 大西会員） 

渡部 ゆう 様                               

（2015-16 年度青少年交換学生）   

 

沼 彩加 様（2016-17 年度青少年交換学生） 

（紹介者 大西会員）

ビジター：奥 和子 様  

（かながわ湘南 RC/元当クラブ会員）        

鈴木 和夫 様     （藤沢東 RC）    

                 岡崎 記久子 様 

（藤沢北 RC/マリーヌさんのカウンセラー） 

 

≪≪≪≪会長報告会長報告会長報告会長報告≫≫≫≫    

 ・鈴木幹事の転勤報告  

 ・例会前に臨時理事会を開催 

 

≪≪≪≪幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告≫≫≫≫ 

 ・臨時理事役員会報告 

   鈴木 成重 幹事・会計が転勤の件 

     大小原 徹 会員が 4月 1 日より幹事、    

会計に就任      

           （紹介者 大西会員）    ・ホームページのリニューアルを報告 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告    （   ）内は計算に用いた会員数 

    

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

３月１日 ４１（４１）名 ３１名 １０名 ７５．６０％ ４名 ３５名 ８５．３７％ 

３月２２日 ４１（４１）名 ２９名 １２名 ７０．７３％       



 

・国際大会提出の信任状  

代議員をガバナーエレクトに委任 

・3 月 26 日（日）、IM が開催されます。欠席でご報

告された方だ、出席できる方は、至急事務局へご

連絡下さい。着席の会議ですので、よろしくお願

い致します。 

・3 月 28 日（水）の例会はありません。IMご欠席の

方は、メークアップをお願い致します。    

    

    

鈴木 成重 幹事 

 

鈴木幹事 恒例の 30 秒体操 

    

    

≪≪≪≪委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告≫≫≫≫    

 ・地区青少年奉仕委員  椋梨 会員 

            3 月 16～18 日、京都、広島へ研修 

・国際奉仕委員会  椋梨 委員長 

   次年度以降、カンボジアでの新しい医療 

事業企画中  

 

    

    ・インターアクト委員会  藤田 委員長 

         3 月 25-26 日 一泊研修の報告 

 ・親睦活動委員会 岡村 委員長 

   3 月 17 日、湘南食文化研究会開催報告 

   4 月 2 日ピースウォークへのご案内 

 ・仙台南 RC創立 60 周年記念式典に向けて 

   小島会員より、これまでの交流の経緯について 

    

 

≪≪≪≪お祝いお祝いお祝いお祝い≫≫≫≫    

  結婚記念祝  3 月 31 日  川上 彰久 会員 

  会員誕生日  4 月 1 日   川上 彰久 会員   

 

 

 

結婚記念日＆お誕生日お祝いの 川上 彰久 会員 

 

 

≪≪≪≪スマイルボックススマイルボックススマイルボックススマイルボックス≫≫≫≫    

 岡崎 記久子 様（藤沢北 RC） 

  お世話になります。 



 

 鈴木 和夫 様（藤沢東 RC） 

  お世話になります。 

  エール大学 ポリオ撲滅チャリティーコンサート 

  今年は湘南学園が会場です。藤沢ロータリークラ

ブの皆様の多大なるご協力をお願い致します。 

  榎本校長様 卓話、楽しみにしています。 

 奥 和子 様（かながわ湘南 RC）  

  ごぶさたしています。よろしくおねがい致します。 

        湘南学園の皆様ようこそ 

  大野木 加代子 会長 

  湘南学園 榎本校長先生他皆様、ようこそ藤沢ロ

ータリークラブへ。 

  星谷さま、ご無理いって、今日きていただきあり

がとうございます。 

  鈴木幹事、あと少しよろしくお願い申し上げます。 

鈴木 成重 幹事 

 2 年 8 ヶ月お世話になりました。 

 藤沢ロータリークラブでの思い出をむねに新天地 

 で頑張ってまいります。   

 皆様も健康体操で元気で活動して下さい。  

今井 重信 会員 

  大野木会長さま、写真ありがとうございます。 

 泉 信子 会員 

  榎本校長様 佐藤様 星谷様 奥先生 鈴木様 

  ようこそいらっしゃいました 

 瀧澤 秀俊 会員 

  鈴木さん 色々お世話になりました。ありがとう

ございました。 

  大小原さん がんばって下さい!! 

  皆さん ピースウォークに参加しましょう！ 

 大西 勝彦 会員 

  榎本校長先生はじめ学園の皆様 ようこそいらっ

しゃいました。 

  先生、卓話をよろしくお願いします。 

 長津 豊 会員 

  榎本先生、いつもお世話になっています。 

  本日の卓話、楽しみにしています。 

 川上 彰久 会員 

  お誕生日祝と結婚記念祝ありがとうございます。 

  榎本先生 本日の卓話よろしくお願いいたします 

 

 

 岡村 浩之 会員 

  榎本校長先生、卓話楽しみにしています。 

 牟田口 新一郎 会員 

  所用により遅刻してしまいました。  

  申し訳ありません。 

  榎本様 卓話よろしくお願いします。 

 小河 静雄 会員 

  榎本先生 卓話たのしみにしています。 

 

 

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

 『最近の中高校の事情』『最近の中高校の事情』『最近の中高校の事情』『最近の中高校の事情』    

  湘南学園中学校高等学校 

    校長  榎本榎本榎本榎本    勝己勝己勝己勝己    様様様様   

    

                 榎本校長先生 

 

        岡崎様と新旧青少年交換学生の３名 



  

 マリーヌさんのお習字 

 

大西会員とロータリアンの奥様・岡崎様と 

湘南学園の皆様 

 

 IM 実行委員会より、第 3グループ IM チャリティー

タオルご購入のご案内が届きました。出席者分を

クラブで購入いたしました。 

 4 月 2日ピースウォークが開催されます。ご出欠を

伺っています。お返事のまだの方は、至急事務局

までお知らせ下さい。 

 国際ロータリーより、ロータリー国際大会に提出

する信任状が届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国際ロータリーより、「2016-17 年度会長賞のリソ

ースと起源について」のメールが届きました。 

 ガバナー月信 3月号 3 ページに椋梨会員の「水と

衛生月間」に寄せての記事が、掲載されていおり

ます。クラブの活動ですので、是非ご一読下さい。 

 ガバナー事務所より、「2016-17 インターアクト海

外研修報告書」が届きました。当クラブの藤田会

員（地区青少年奉仕委員）の報告が掲載されてい

ます。事務局にございますので、ご覧になりたい

方は、お声をかけてください 

 4 月 11 日神奈川県ロータリアン親睦テニス会が開

催されます。ご出欠を伺っていますので、事務局

にご連絡下さい。 

 4 月 5日（水）例会後、現年度と次年度合同の理事

役員会を開催致します。現・次年度の理事の方は、

ご出席をお願い致します。 

 6 月 3日（土）台湾で、「ロータリー国際囲碁大会」

が開催されます。ご興味のある方は、事務局まで

ご連絡下さい。 

 

   

  例会後の 吉川 SAA 大野木会長 鈴木幹事 


