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ロータリーソング「 奉仕の理想 」 

四つのテスト 

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫ 

ゲストスピーカー：杉下 由輝 様 

（紹介者 小澤 会員） 

  ビジター：加瀬 義明 様     （茅ケ崎 RC） 

 

≪会長報告≫ 

 ・新会員お二人が入会しましたので、クラブ委員会 

  に入っていただきました。会務分担表の最新版を 

  配布いたしました。ご確認下さい。 

 ・9月 18日(月/祝)地区大会、本会議です。ご出席 

  希望、まだ受け付けていますのでご参加下さい。  

 ・9月 23日(土)市民祭りポリオ撲滅キャンペーン。 

当クラブの担当は、12：40～14：00です。ご参加 

  ください。 

 ・当クラブＨＰ内の「入会のお誘い」が、できてい 

  いません。今後、川西クラブ広報・雑誌委員長、 

  委員会と協力して、作っていきます。 

 

 

≪幹事報告≫ 

 ・9月 6日第 3回理事役員会報告 

  1.藤沢地区薬物乱用防止街頭キャンペーン参加 

   依頼は、クラブとしては参加しない。 

  2.米山記念館、賛助会員の件 全国一人 100円 

   募金の件は、任意 

  3.第 60回前藤沢珠算競技大会兼そろばんコンク 

   －ルの後援  協賛金として 1万円拠出 

  4.ポリオ撲滅チャリティーマラソン大会（横浜） 

   後援については、却下。クラブ単独で出来ない。 

  5.インターアクト年次大会への出席は、クラブと 

    して登録。 

  6.職業奉として、カンボジアの歯科治療補助とし 

   て 7万円を拠出 

  7.2016－17年度の会出席者表彰 お祝いを贈る 

 ・米山奨学会寄付のご案内を、FAX、メールで送信 

  します。お返事をお願いいたします。 

 

≪委員会報告≫ 

 ・小澤 プログラム委員長 

   上期の卓話プログラムの予定が立ちました。 
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 下期卓話者のご紹介を会員皆様から募集いたし

ます。日程の調整は委員会で致しますので、 

   ご紹介をお願いいたします。 

 

 ・野尾 会員 

   9月 17日(日)藤沢市で行われるパラスポーツフ

ェスタに後援しています。単独行政でパラスポ

ーツに特化したイベントとしては、神奈川県で

初めての試みです。パラスポーツの体験ができ、

市民スポーツとしても楽しめるものになってい

ますので、ぜひご参加下さい。 

         

 

≪お祝い≫ 

  会員誕生日 8月 29日 児玉 聡 会員 

 

 

  

  会員結婚記念日 9月 17日 吉川 栄紀 会員 

 

 

 

≪2016-17年度皆出席者の表彰≫ 

48年  小島 正幹 会員 

44年  木島 英夫 会員 

17年  片桐 輝久 会員 

14年  和田 庄治 会員 

 4年  椋梨 兼彰 会員 

2年    瀧澤 秀俊 会員 

2年  大野木 加代子 会員 

2年  長津 豊 会員 

1年  川上 彰久 会員 

            

 

 

 

 

 

 



 

皆出席 48年の小島会員  皆出席 44年の木島会員 

 

 

≪スマイル報告≫ 

 茅ケ崎 RC 加瀬 義明 様 

  本日もお世話になります。 

 川上 彰久 会長 

  皆出席者のお祝い ありがとうございます。 

  杉下さん 面白い卓話期待してます。   

  加瀬さん ようこそ!! 

 小島 正幹 会員 

  48年の皆出席いただきました。例会日は年始にス

ケジュールに入れておき、仕事をはずすのがコツ

です。 

  落合さん、60周年コンサート、妻、娘たちと 4人

で楽しませていただきました。 

  私も日本人です。長篠に感動しました。 

 木島 英夫 会員 

  皆出席表彰をいただきました。 

  44年になったそうです。 

 泉 信子 会員 

  杉下由輝様 卓話たのしみにして居ります。 

 田中 正明 会員 

  本日は杉下さん当クラブへようこそ。 

  卓話楽しみにしております。 

 片桐 輝久 会員 

  年会皆出席の表彰を頂きました。 

  まだまだ続けます。 

 瀧澤 秀俊 会員 

  皆出席表彰 ありがとうございます。 

 和田 庄治 会員 

  年間皆出席の表彰をいただき ありがとうござい

ます。 

  椋梨 兼彰 会員 

   加瀬様 本日はようこそ。  

   杉下様 本日はよろしくお願いいたします。 

   最後に皆出席お祝いありがとうございました。 

  大野木 加代子 会員 

   落合さん 60周年記念コンサートおめでとうご

ざいました。素敵でした。 

   野口さん 仙台ロンカフェ オープンおめでと

うございます。 

   皆出席ありがとうございます。 

   杉下さん よろしくおねがいします。 

  長津 豊 会員 

   年間皆出席を頂きました。 

   ありがとうございます。 

  吉川 栄紀 会員 

   本日は結婚記念日祝いを頂きましてありがとう

ございました。おかげ様で 28周年をむかえる事

ができました。これからもかみさんに助けられ

頑張ります。 

   杉下さん今日はどんな技がでるのか、場外乱闘

になるのか楽しみです。よろしくお願いします。 

  児玉 聡 会員 

   誕生日祝い、ありがとうございます。本当は 8

月末でしたが、出席できずに申しわけありませ

ん。  

  小澤 幸喜 会員 

   杉下さん卓話ありがとう。 

   地域奉仕する貴殿の多動力を心より尊敬致して

います。JCの後輩の中でピカイチです。 

   卓話の御礼に「いきなりステーキ」をごちそう

させて下さい。やはり「鎌倉山」がいいね。 

  廣島 純 会員 

   入会のご承引に感謝します。 

 

 

≪卓話≫ 

『知ってます？藤沢発地域活動!!』 

  スペシャルオリンピックス日本・神奈川 

  理事  

杉 下  由 輝（すぎした ゆうき）様 

          （紹介者  小澤 会員）  

 



 

 

 

29団体でご活躍!! 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スペシャルオリンピックス（OS）はアスリートの 

成長が評価の対象となる。 

 

 片瀬漁港で開催の大会には全国から参加者が！ 

      

 

  箱根駅伝で配られた、沿道の工芸品をデザイン 

した手ぬぐい(非売品)。 

イラストに片瀬ゴマが選ばれる！ 

   



 

市民祭り恒例 遊行寺で行われるお寺プロレス!! 

 

 

現在 杉下様がお勤めの社会福祉施設 光友会の 

工房で作られている「かわうそサブレ」 

お土産にいただきました。 

他にも光友会では、食材の全てが「藤沢産」という 

「藤澤宿弁当」(藤沢宿にて予約販売)も作っています。 

 

 

 

 

 

 

平塚 RC  加瀬 義明 様 

 

 

小澤会員の杉下様ご紹介 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.A.A.野尾会員 二回目の司会 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテルエレベーター横のお花 

 

 

 

 

 

 

 

今日のお料理 

 


