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１０月 ４日

天候 晴れ

≪幹事報告≫

ロータリーソング「 我等の生業 」

・本日例会後、ガバナーとのフォーラムがございま

「歓迎の歌」

すので、そのままお席にお着きください。
・ガバナー事務所より「ミャンマへの当地区の支援

四つのテスト

とミャンマ訪問のご案内」がまいりました。マイ
クロクレジット（無担保少額融資）を活用した生

≪ゲスト・ビジターの紹介≫

活経済向上活動現場の訪問で、2018 年 1 月 5 日よ

国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

り一週間の予定です。

大谷 新一郎 様（相模原南ＲＣ）
国際ロータリー第 2780 地区第３Ｇガバナー補佐
端山 創之

・今年度の会員名簿を作成にあたってのご確認をい
ただいています。事務局までご連絡下さい

様（藤沢西ＲＣ）
≪委員会報告≫

≪会長報告≫

・親睦活動委員会

・本日はガバナー公式訪問です。

牟田口委員長欠席のため川上会長より

大谷ガバナー、ようこそ。

10 月 25 日（水）夜間例会並びに新会員歓迎会

毎回、例会日に「今日は何の日」と言うお話を

焼肉「たじま」で開催です。ご予定下さい

致しますが、10 月 4 日は「大谷ガバナーの藤沢

・椋梨 青少年交換委員長

ロータリークラブ訪問の日」が加わりました。

10 月 7 日（水）湘南学園で、来年度の青少年交換

本日は、よろしくお願いいたします。

学生のクラブ内の面接を行います。クラブ内の推
選後、地区の試験面接を受けていただきます。

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

９月２２日

４４（４４）名

３４名

１０名

７７．２７％

１０月４日

４４（４４）名

３２名

１２名

７２．７３％

メークアップ
会員数
０名

修正出席者数
３４名

修正出席率
７７．２７％

その学生のカウンセラーを募集しています。

≪ロータリーバッチ贈呈≫

まだ男子か女子かわかりませんが、ぜひご応募下

大谷ガバナーより新会員に今年度のテーマバッチ

さい。

を贈呈していただきました。

≪お祝い≫
会員誕生日 10 月 1 日

泉 信子 会員

10 月 5 日

桜井 陽一 会員

10 月 8 日

中田 勇人 会員

≪スマイル報告≫
第 2780 地区ガバナー/相模原南ＲＣ
大谷 新一郎 様
結婚記念日 10 月 8 日

大西 勝彦 会員

本日は、ガバナー公式訪問に参りました。

10 月 9 日

田島 義隆 会員

よろしくお願い致します。
第 2780 地区第 3Ｇガバナー補佐/藤沢西ＲＣ
端山 創之 様
本日は、大谷ガバナー公式訪問よろしくお願い
致します。
川上 彰久 会長
大谷ガバナーようこそ!!
端山ガバナー補佐今日もよろしくお願い致し
ます。
泉 信子 会員
大谷ガバナー様ようこそいらっしゃいました。
端山ガバナー補佐様ようこそいらっしゃいま
した。
お誕生日祝いありがとうございます。
田中 正明 会員
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐 本日は問う
クラブへようこそ。
本年度の地区ロータリーがさらに活性化する
ことを祈念しております。
本日は生憎の所用により早退させて頂きます。
今井 重信 会員
先週 欠席していました。
大谷ガバナー殿よくいらっしゃいました。

片桐 輝久 会員

小澤 幸喜 会員

大谷ガバナー公式訪問 御苦労様です。

大谷ガバナー、端山ガバナー補佐本日はお越し

御指導よろしくお願いいたします。

下さり ありがとうございます。

田島 義隆 会員

吉野 貴美 会員

大谷ガバナー御指導よろしくお願いします。

♪♪ようこそ ようこそ

本日は結婚記念のお祝い有り難うございます。

大谷ガバナー、端山ガバナー補佐 よろしくお

椋梨 兼彰 会員
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐ようこそ。
本日はよろしくお願い致します。
大西 勝彦 会員
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐ようこそお越
し頂きました。
一年間よろしくお願いします。
長津 豊 会員
大谷ガバナー本日はありがとうございます。
よろしくお願いします。
藤田 浩二 会員

願いします。
桜井 陽一 会員
大谷ガバナー公式訪問 御苦労様です。
誕生日祝いありがとうございます。
「忍の一字」でこれからも頑張ります。
星谷 けい子 会員
ようこそ大谷ガバナー様
歓迎の歌 女性会員で頑張りました。
いかがでしたでしょうか。
笛田 美佐子 会員
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐

大谷ガバナー、端山ガバナー補佐 本日は宜し

本日はご訪問いただきありがとうございます。

くお願いします。

よろしくお願いします。

大小原 徹 会員
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐 藤沢ＲＣに
ようこそ。
本日は宜しくお願いします。
市橋 康仁 会員
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐
本日はよろしくお願い致します。
川西 正之 会員

≪ガバナー公式訪問 卓話≫

『ＲＩ会長テーマ・方針

地区方針』

国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
大 谷
新 一 郎 様（相模原南ＲＣ）

大谷ガバナー、端山ガバナー補佐 本日はお越
しいただき、ありがとうございます。
野尾 睦彦 会員
大谷ガバナー公式訪問ありがとうございます。
お話、楽しみにしております。
河合 秀明 会員
大谷ガバナー 本日はようこそ藤沢ロータリ
ークラブへ。
お話 楽しみにしています。よろしくお願いい
たします。
廣田 弓子 会員
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐ようこそ藤沢

・イアン．H.S.ライズリーRI 会長のついて

ロータリークラブにお越しいただきました。

・本年度の国際ロータリーのテーマ

どうぞよろしくお願い致します。

ロータリー：変化をもたらす
・第 2780 地区の方針 6 項目

1）増強
特に女性会員の増強
2）戦略計画の実行
10 年後のイメージを持つ
3）寄付のお願い
ポリオ根絶まであと少し

≪ガバナーとのフォーラム≫
例会後、大谷ガバナー、端山ガバナー補佐と会員
（17 名参加）のフォーラムが開催されました。
大谷ガバナーがいらっしゃった、インドのポリオ
ワクチン接種について、映像を見ながらお話頂き
ました。ロータリーのポリオ寄付は、ワクチンの

4）ＲＩ会長賞

輸送、冷凍、保管のための冷凍庫の購入に使われ

5）マイロータリーの登録率向上

ていることをうかがいました。ワクチンの代金は、

6）柔軟性の正しい理解

摂取する国が支払いできるようにしどうをして

2016 年規定審議会

いて、インドではそれが可能になったそうです。
小島会員から、アフガニスタンにおける支援の状
況について質問がありました。支援を行いたいが、
現地では、命を落としかねない危険な状況にあり、
職員が入国できない状態となっているとうかが
いました。

大谷ガバナー歓迎の歌!!

泉

会員

お誕生日の一言スピーチ

大谷ガバナー 「感激した」とおっしゃって
くださいました。

桜井 会員 お誕生日の一言スピーチ

中田 会員 お誕生日の一言スピーチ

本日のお料理

