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ロータリーソング「 奉仕の理想 」 

四つのテスト 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・本日は、例会中に年次総会を開催いたします。 

 ・先日、会員選考委員会で面談をなさった、宇野  

美代子、ご入会は 1月となりました。 

 ・平塚 RC の「入会のお誘い」を見る機会がありま 

  した。ご案内に「入会してよかったこと」という 

  項目があり、今後藤沢 RCのご入会案内を作成す 

  るための参考としたい。 

 ・MY Rotary、川西会員、松村会員が登録して、13 

  名になりました。さらにご登録をお願い致します。 

 ・R財団年次寄付、ポリオプラス寄付の金額のお知 

  せが、まだに方は年内中にお願い致します。 

 ・12 月 20 日（水）、新堀ライブ館で夜間例会・クリ 

  スマス家族会です。親睦委員会がご家族にも楽し 

  んでいただける企画を計画しています。 

 ・新年 1月 10 日（水）は夜間例会で、新年会とな 

  なります。後日ご案内をお出しいたします。 

 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・12 月 6 日、第 6 回理事役員会報告 

  1.次年度理事役員の件 承認 

   （本日の年次総会で会員の承認後決定） 

  2.1 月の理事役員会開催の件  承認 

   2018 年 1 月 10 日（水）17:00～（夜間例会前） 

   クリスタルホテル ２Ｆ 

  3.「4グループ合同新会員の集い」会費の件 

    日時：2018 年 1月 13 日（土）17:30～ 

    会場：藤沢商工会館 ミナパーク６Ｆ 

    参加対象者：入会 3 年未満の会員 

    会費：5,000 円  

    出席者の会費を拠出することで承認 

  4.ホテルへの上期お礼 

    例年どおり 

   

 

 

 

    

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 

１１月２９日 ４６（４６）名   ３３名   １３名 ７１．７４％   ４名    ３７名 ８０．４３％ 

１２月１３日 ４６（４６）名   ３６名   １０名 ７８．２６％       
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≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

        会員誕生日 12 月 13 日  大小原 徹 会員 

        12 月 13 日  吉川 栄紀 会員 

 

 

  結婚記念日 12 月 12 日  岩崎 智子 会員 

        12 月 13 日  野尾 睦彦 会員 

 

 

 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

    川上 彰久 会長 

  星谷さんはでにイニシエーションスピーチやって

ください。 

今井 重信 会員 

 星谷さん、本日のイニシエーションスピーチ楽し

みにしております。 

泉 信子 会員 

 星谷さん本日はきっと素晴らしいイニシエーショ

ンスピーチと思います。たのしみにしております。 

田中 正明 会員 

 星谷さん イニシエーションスピーチ楽しみにし

ております。 

瀧澤 秀俊 会員 

 先週お休みしました。 

 この 2 週間で忘年会が 13 件です。皆様 胃を大切

にしましょう！ 

椋梨 兼彰 会員 

 星谷さん 卓話ずっと楽しみにしておりました。 

大野木 加代子 会員 

 星谷さん 先日お花ありがとうございます。 

 きょうのイニシエーションスピーチ楽しみです。 

長津 豊 会員 

 星谷様 本日の卓話 楽しみです。 

小河 静雄 会員 

 星谷さん スピーチ楽しみです。 

大小原 徹 会員 

 何と 63回目の誕生日を迎えてしましました。 

 諸先輩を手本に元気にロータリーライフを送って

行こうと思います。 

吉川 栄紀 会員 

 本日は誕生日祝いを頂きありがとうございました。

おかげ様で本日、55 才になりました。 

 背番号 55｛マツイヒデキ｝の様にほーむらんをか

っ飛ばしていきたいと思います。 

 大小原さんと一緒の誕生日で光栄です。 

 星谷さんがんばって下さい。 

野尾 睦彦 会員 

 結婚記念日のお祝いありがとうございます。 

星谷 けい子 会員 

 皆さん 本日は私のイニシエーションスピーチを

聞いていただきありがとうございます。 

自分の生きてきた人生を精一杯お話します。 

 笛田 美佐子 会員 

  星谷さん 本日のスピーチ楽しみにしています。 

 岩崎 智子 会員 

  星谷さん 今日のイニシエーション楽しみに次    

  回私のときのお手本にさせていただきます。 

  私ごとですが、入会して間もないのに結婚記念の 

  お祝いをいただけるとのこと ありがとうござ 

  います。 

 

 

 

 

 

 



≪年次総会≫ 

  会員総数 46 名 

  出席   36 名  委任状 8件 

  出席率  78.26% 

 

 次年度の理事役員選出・承認 

  理事（役員）・会長      大小原 徹 

  理事（役員）・会長エレクト  藤田 浩二    

  理事（役員）・副会長     和田 庄治   

理事（役員）・幹事      牟田口 新一郎 

  理事（役員）・会計      鈴木 隆一 

  理事・直前会長        川上 彰久   

  理事             小島 正幹 

  理事             泉 信子 

  理事             瀧澤 秀俊 

  理事             椋梨 兼彰 

  理事             小澤 幸喜 

  理事             小河 静雄  

  役員・S.A.A.・副幹事     吉川 栄紀 

 

 

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

        『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』    

                    ステラコート湘南台ステラコート湘南台ステラコート湘南台ステラコート湘南台    

                    代代代代    表表表表        星星星星    谷谷谷谷    けけけけ    いいいい    子子子子    会員会員会員会員    

    

    

星谷けいこ会員 

ご出身は、東京都渋谷区 

「愛嬌」と「運」と「不動産賃貸業」 

3 つの運のお話!! 

 

 

 

 

 

中庭のある夢の建物が完成 

女子学生専用マンション、歯科医院などが入る、  ス

テラコート湘南のお話 

完成するまで、大変なこともあったが、辛いとは思わ

なかった。 

現在この中庭で、コンサートを開き、16 回ほどになる。 

100 人を収容でき、音楽家を招いてきた。 

現在は、音楽療法の活動もしている。 



 

ショパンをご披露!! 

 

女性会員の方々がお手伝いして、音楽療法の一部を皆

様とご一緒に楽しみました。 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ホテルエントランスの 

               クリスマスツリー 

 

            

 

 

 

 



 

大小原会員のお誕生日スピーチ 

 

吉川会員のお誕生日スピーチ 

 

岩崎会員のご結婚記念日スピーチ 

 

 

 

 

                          

               

               本日のお料理 

 

野尾会員のご結婚記念日スピーチ 

 

ホテルへの上期のお礼  

田端さんいつもありがとうございます 

 

本日の司会は、吉野会員 

司会にイニシエーションスピーチのお手伝いに本日も

大活躍!! 

 

 


