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６月 ７日

天候 晴れ

≪クラブ創立 63 周年を祝って≫

ロータリーソング「我等の生業 」

乾杯 小島 正幹 会員

四つのテスト
≪入会式≫
星谷 けい子（ほしや

けいこ）様

（紹介者 大野木 会員）

≪会長報告≫
・クラブ創立 昭和 23 年(1954)年 6 月 3 日。
本年で、創立 63 周年となります。
・6 月 28 日（水）夜間最終例会・新会員歓迎会
5:00 と 5：30 に辻堂駅からバスが出ます。
帰りは藤沢駅までバスが出ます。

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

５月２４日

４１（４１）名

２６名

１５名

６３．４１％

６月 ７日

４２（４２）名

２８名

１４名

６６．６７％

メークアップ
会員数
３名

修正出席者数

修正出席率

２９名

７０．７３％

・高橋夢歩さん（2016-17 青少年交換学生・フランス
派遣）近日中に帰国予定。
・地区でのプログラム富士登山は今年は中止。
麓でお別れパーティーをする。

≪スマイルボックス≫
大野木 加代子 会長
創立記念日です。
63 年目です。
おめでとうございます。

≪幹事報告≫

重鎮皆様 よろしくお願いします。

・例会後、理事役員会が開催されます。今月の理事
役員会は、本年度の方々のみで開催されます。本
年度理事役員の方は、ご出席ください。
・6 月 14 日（水）例会後に次年度プログラム委員会
開催します。次年度プログラム委員の方は、ご出
席下さい。

星谷さん入会式です。よろしくお願いします。
木島 英夫 会員
つたないスピーチを聞いていただきますので。
今井 重信 会員
未使用ハガキ、スマイルとします。
泉 信子 会員
本日は おめでとうございます。
田中 正明 会員

≪お祝い≫

藤沢 RC63 周年お目出とうございます。

会員誕生日 ６月１日 落合 洋司 会員
６月７日 田中 正明 会員
６月８日 吉野 貴美 会員

本日は誕生祝い有り難うございます。
これからも元気で頑張ります。
片桐 輝久 会員
クラブ創立記念日（６/３）です。
皆んなで祝いましょう。
椋梨 兼彰 会員
創立 63 周年おめでとうございます。
星谷様入会おめでとうございます
昨日、スアラブも勝って、おめでとう続いてい
ます。
川上 彰久 会員
3 分間という大変短い時間ですが先輩の皆様の
お話し期待しております!!
落合 洋司 会員

結婚記念祝 ６月８日 市橋 康仁 会員

誕生日の祝い ありがとうございます!!
45 歳になりました。今後共 よろしくお願いし
ます。
63 周年の歴史に恥じないロータリアンになれる
様努力します。
市橋 康仁 会員
創立記念日おめでとうございます。
結婚記念祝 ありがとうございます。23 回目を
無事迎えることができました。

牟田口 新一郎 会員

結果 先輩ロータリアンより、ロータリークラ

創立記念日 おめでとうございます。本日は
先人より多くを学びたいと思います。宜しくお

ブについて教旨していただいた事。
④ 家族が国際化した事

願いします。

地区委員等を受けていたため、クラブが担当す

野尾 睦彦 会員

べき G.S.E.青少年交換のホームステイ、米山奨

創立記念日 おめでとうございます。

学生カウンセラー等々、小島にしておけとの一

河合 秀明 会員

言で常に引き受けさせられました。大変でした

クラブ創立記念日おめでとうございます。

が、子供達の外国人に対する戸惑いも無くなり、

今日は先輩方のお話 楽しみにしています。

我が家の外人コンプレックスが消えました。

吉野 貴美 会員

個人的にも研修生の受入れ、山本先輩と共同で

お誕生日のお祝いありがとうございます。

留学生等、国際奉仕に貢献でき今でも彼らとの

皆様 今後共よろしくお願い申し上げます。

交流が続いている事です。

小河 静雄 会員

⑤ スケジュール管理が良く出来るようになった

創立 63 周年、おめでとうございます。

事

星谷さん 入会おめでとうございます。これか

例会日を年初に手帳に記入し、仕事が優先です

らもよろしくお願いします。

がなるべく重複をさけ、調整できるようになっ
た事。
⑥

奉仕事業で物を配布する事は反対です。
特に後進国への援助の場合、すぐ、エンピツ、
ノート Etc か又、井戸掘り、車輌を贈るなど良

≪卓話≫

く聞きますが、使えば終わりか、2～3 年で使用
不能になります。
（メンテナンス能力や部品が無

クラブ創立記念日にあたり

いため）
是非、技術、教育等、人間能力への援助するよ

『先輩諸氏に学ぶ』

う期待します。
⑦

援助（植林、井戸掘りとか）の成果を確認する

入会順に 8 名の方にお話しいただきました。

為、多数のメンバーで訪問する事に反対です。

代表して、小島 正幹 会員のお話しを掲載

訪問団を最小限にしてその旅費を援助資金に振

させていただきます。

り向け多くの成果をあげれるよう考えて欲しい
と思います。

『ロータリークラブに入会して良かった事』
小島 正幹 会員
① ドクターの会員が多数在会していて、毎週健康
診断をしてもらっているよう。
② 個人として又、経営者として、
One

Genereation 上の先輩の皆さんに成人

学級として 又、企業経営についてご指導いた
だいた事。
③

ロータリアンとして 34 歳でクラブ幹事、37
歳で地区副幹事として地区に関わり、以後
捨数年 50 歳過ぎまで、分区代理（現ガバナー
補佐）をはじめ地区各委員を務めさせられた

小島 正幹 会員

木島 英夫 会員

田中 正明 会員

今井 重信 会員

片桐 輝久 会員

泉

瀧澤 秀俊 会員

信子 会員

田島 義隆 会員



落合会員 お誕生祝の一言メッセージ

藤沢東 RC より、創立 40 周年記念誌（DVD）が届き
ました。

吉野会員 お誕生祝いの一言メッセージ

入会式 大野木会長のご紹介 星谷会員

結婚記念日の一言メッセージ
田中会員 お誕生祝いの一言メッセージ

