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国歌「君が代」 

ロータリーソング「 我等の生業 」 

四つのテスト 

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫ 

  ゲストスピーカー：鈴木 敦史 様 

   （藤沢市財務部 管財課 課長） 

（紹介者 大野木 会員） 

  ゲスト：小川 高司 様 

   （藤沢市財務部 管財課 主幹） 

（紹介者 大野木 会員） 

       生川 哲 様 

   （藤沢市財務部 管財課 主任） 

（紹介者 大野木 会員） 

桜井 陽一 様 

（紹介者 金谷 会員） 

ビジター：足立 勲一郎 様 

（東京南 RC） 

           

 

≪会長報告≫ 

・鈴木幹事が転勤になられた為、3月 22日の臨時理

事役員会で、4月 1日より、幹事と会計は、 

大小原会員におねがいすることになりました。 

・3月 26日 IMにご出席ありがとうございました。          

 IMのご案内  

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２２日 ４１（４１）名 ２９名 １２名 ７０・７３％ ３名 ３２名 ７８．０５％ 

４月５日 ４１（４１）名 ３１名 １１名 ７５．６１％       



 ・4月 2日のピースウォークに 15名のご参加ありが

とうございました。  

 

 

 

 

 
      

 

≪幹事挨拶と幹事報告≫ 

 

大小原 幹事 

 

 ・例会後、現次年度の理事役員会が、開催されます。 

 ・国際ロータリーより、4 月のロータリーレートは、 

   3月と同じ、1ドル＝116円とのお知らせがありま

した。 

 ・4月 16日（日）地区研修・協議会が開催されます。 

  ご出席の方にバスの送迎をご案内いたしました。 

  会場は土足厳禁ですのシューズカバーを着用いた

だくとのことです。 

 ・第 3グループ「第 2回新会員の集い」 

  「知っておくと役立つ・ロータリーの基礎知識」 

   4月 21日（金）17：30～19：00  

相澤ビル 2階 

 ・第 2780地区「新会員の集い」 

   5月 20日（土）17：00～  

藤沢商工会館「ミナパーク」会議室 

 ・ポール・ハリス・フェローの表彰 

ロータリー財団より、1,000 ドルをロータリー財団

に寄付した個人に、ポール・ハリス・フェローの称

号が贈られます。 



今回、1,000ドル、2,000ドル、3,000ドルに達成さ

れた方に、感謝状、ピンが届きました。 

≪サファイア 2 個のポール・ハリス・フェローのピン≫ 

３回目（合計 3,000ドル）達成  片桐 輝久 会員 

≪サファイア１個のポール・ハリス・フェローのピン≫ 

２回目（合計 2,000ドル）達成  椋梨 兼彰 会員 

２回目（合計 2,000ドル）達成  大西 勝彦 会員  

≪感謝状とポール・ハリス・フェローのピン≫ 

１回目（合計 1,000ドル）達成  瀧澤 秀俊 会員 

１回目（合計 1,000ドル）達成  大野木 加代子会員 

1 回目（合計 1,000 ドル）達成   川上 彰久 会員 

 

 

 

≪お知らせ≫ 

    ・野尾 会員より 

    GAS MUSEUM ガス資料館協力の 

    藤沢市浮世絵館 展示のご案内 

    「文明開化 変りゆく浮世絵の景色たち」 

     3月 10日（金）～4月 16日（日） 

     10：00～19：00 月曜休館          

 

 

≪お祝い≫ 

  結婚記念祝 4月 5日  今井 重信 会員 

        4月 7日  和田 庄治 会員 

        4月 11日  小澤 幸喜 会員 

    

 

≪ご入学ご卒業のお祝い≫ 

 高校入学 児玉 祐輔 様（児玉 会員 ご子息） 

 大学入学 児玉 拓也 様（児玉 会員 ご子息） 

 大学入学 椋梨 友唯 様（椋梨 会員 お嬢様） 

 大学卒業 金谷 知樹 様（金谷 会員 ご子息） 

 

 

 

≪スマイルボックス≫ 

  大野木 加代子 会長 

   今日から 4月。よろしくおねがいします。   

大小原幹事よろしくです。 

   先日は、IM、ピースウォークたくさんの皆様のご

参加ありがとうございました。他クラブから「藤

沢クラブげんきになりましたネ」とたくさん声か

けていただきました。 

   卓話 鈴木参事様他管財課の皆さま、よろしくお

ねがい致します。 

  大小原 徹 幹事 

   4月より幹事の大役をおおせつかりました。 

   鈴木名幹事の後任という事で無事勤まるか不安

ですが、精一杯がんばりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

  今井 重信 会員 

   本日は結婚記念の祝いありがとうございます。 

   53回目を無事迎えました。 

   ピースウォーク 長津さんご苦労様です。 

 



  泉 信子 会員 

   大小原様、幹事よろしくおねがいいたします。 

田中 正明 会員 

   先日のピースウォークお世話になりました。     

     本日の卓話、鈴木課長様楽しみにしております。

会議所では大変お世話になり、有り難うございま

した。 

  片桐 輝久 会員 

   4月 2日のウォーキング大会には所用があり 参

加できませんでした。 

参加された皆様お疲れ様でした。 

   鈴木様 本日の卓話よろしくお願いもうしあげ

ます。 

  和田 庄治 会員 

   結婚のお祝いをいただきありがとうございます。 

   短い様な長いような月日でした。 

  椋梨 兼彰 会員 

   昨日、長女の入学式でした。お祝いありがとう 

   ございました。 

   大小原さん、幹事よろしくおねがいします。 

   大小原幹事の分もスマイルします。 

  川上 彰久 会員 

   ピースウォーク打上げ会 ありがとうございま

した。 

   大小原幹事ビシッと決めてね!! 

   来週はお休みさせていただきます。 

  金谷 浩史 会員 

   息子の卒業祝いありがとうございます。 

   私自身も銀行卒業です。 

後任の桜井をよろしくお願いします。    

 

          

牟田口 新一郎 会員 

   鈴木様 本日の卓話よろしくお願い致します。 

   楽しみにしております。 

  急に暖かくなり、厚着してきたことがうらめしい 

です。汗だくです。 

  ピースウォークは欠席申し訳ありません。 

 児玉 聡 会員 

  次男、三男の入学祝、ありがとうございます。 

  二人とも私学なので、お金がかかります。 

小澤 幸喜 会員 

  皆様こんにちは。 

  春めいて嬉しいこのごろですが、異動される方々、

新たにお仲間入りする方々、たいへん「縁（えにし）」

を感じます。未だに出席不良会員ですが、長い目で

何卒宜しくお願い申し上げます。 

 小河 静雄 会員 

  鈴木課長 卓話楽しみにしています。 

本日 早退します。 

おつかれさん会（ピースウォーク） 

  ピースウォーク おつかれさまでした。 

  打ち上げ会 9人分おつりを寄付します。 

  小島・木島・田中・瀧澤・長津・川上・岡村  

大小原・大野木 会員 

 

≪卓話≫ 

 『藤沢市役所新市庁舎の全貌』 

   藤沢市財務部 管財課 課長  

鈴木 敦史 様 

 藤沢市財務部 管財課 主幹 

小川 高司 様 

   藤沢市財務部 管財課 主任 

           生川  哲 様 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

吉川 SAA  大小原幹事 大野木会長のお隣から 

 

鈴木課長 小川主幹 生川主任 小澤会員 川上会員  

 

 

 

新庁舎資料として下のサイトを教えて頂きました。 

・藤沢市ＨＰ（新庁舎建設事業について） 

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kanzai/shise/

gaiyo/chosha/shinchosha/shinchosha.html 

・新庁舎建設工事現場ＨＰ 

http://fujisawashinchousha-kouji.com/ 

・広報ふじさわ（2/25 の特集面 6・7 面に掲載） 

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kouhou/khf1

70225/pdfpage.html 

・新庁舎完成予想ＶＲ写真データ（西側） 

 

 

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kanzai/shise/gaiyo/chosha/shinchosha/shinchosha.html
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kanzai/shise/gaiyo/chosha/shinchosha/shinchosha.html
http://fujisawashinchousha-kouji.com/
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kouhou/khf170225/pdfpage.html
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kouhou/khf170225/pdfpage.html


 

 

2015年 10月 旧市庁舎が更地になった頃 

 

 

免震装置のゴム型 卓話後質疑で話題になりました 

 

 

 

2017年 1月 

 

 

新設歩道橋の橋脚 

 

                    新庁舎完成予想図 西側 

 

 


