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２０１８年 ２月

１４ 日

天候 晴れ

ロータリーソング「 奉仕の理想 」

お願いがありました。

四つのテスト

・湘南学園インターアクトクラブについての確
認事項。発足の経緯を知る者が少なくなって

≪会長報告≫

しまったため。高木 AG 年度、藤沢 RC が提唱

・会長幹事会の報告

クラブ、他第 3G グループの 7 クラブが支援

今後の地区の予定

となり RI より 2013 年 4 月に承認を受けた。

2 月 25 日（日）ＩＭ、3 月 13 日（火）ＰＥＴＳ

湘南学園 IA クラブの主な活動内容

4 月 8 日（日）地区研修・協議会、

生徒会総務委員会が中心となって活動。

5 月 26 日（土）地区主催新会員の集い

毎月の地区インターアクト委員会に顧問教

ＩＭでは、各クラブ 3 分間、今年度の事業報告

諭と出席。

をすることになっているので、藤沢 RC として、

第 3 グループの行事への参加（エンド

どのようなことをお話したらよいか、提案をいた

ポリオキャンペーン、国際交流フェスタ、

だきたい。

ピースウォークなど）、

5 月 26 日の地区新会員の集いには、各クラブ 2 名

インターアクトクラブ主催の台湾研修に参

の幹事を出すことになっているので、相談したい。

加。地区インターアクトクラブ年次大会、地

R 財団、ポリオプラス、米山奨学会へのクラブの

区大会への参加。

寄付状況の報告

湘南学園受入時の交換留学生歓送迎会開催

クラブ細則アンケートの回答、例会回数に変更等

イェール大学合唱団との交流会参加。

ないことを報告

次年度への引継ぎとして、明文化していく。

地区委員会報告として、ロータリーの友への情報

・先週、配布いたしました「抜萃のつづり」で

提供のお願い、地区卓話データベースへの登録の

出席報告

（

）内は計算に用いた会員数
メークアップ

例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

修正出席者数

修正出席率

会員数
１月３１日

４７（４７）名

３１名

１６名

６５．９６％

２月１４日

４６（４６）名

３０名

１６名

６５．２２％

１名

３１名

６８．０９％

すが、片桐会員より 2 月 1 日の本経済新聞になぜ
無償で配布されているのかについての記事が掲

≪お祝い≫
会員誕生日

2 月 9 日 市橋 康仁 会員

載されているとうかがいました。記事のコピーを
ご覧ください。何のために送っていただけている
のか、お解かりいただけます。

≪幹事報告≫
・ロータリーの手帳の予約受け付けます。2 月 25
日〆切です。
・「広告入り種子のご提案」をご案内。
・国際大会トロントへのツアーのご案内が参りま
した。事務局に詳細のパンフレットがあります。

≪委員会報告≫
・和田 職業奉仕副委員長
3 月 14 日（水）、職業奉仕委員会主催の研修会、
懇親会を湘南 T-SITE で開催いたします。
研修会のみ先着 30 名、懇親会は大津会員の

ポール・ハリス・フェローの表彰

お店で、人数に制限はありません。

ロータリー財団に合計 1,000 ドルを寄付した個

研修は、湘南 SST と湘南 T-SITE の方のお話を

人にポール・ハリス・フェローの称号が送られ

うかがう予定です。

ます。1,000 ドルごとに 1 回目、3 回目、9 回目を

・大津会員
湘南 T-SITE で、湘彩ダイニングという飲食店

達成された会員に感謝状と記念の記念のピンが
とどきました。

を経営しております。湘南の食材にこだわった
お料理を提供しています。今回、会場として使

感謝状とポール・ハリス・フェローピン

っていただけることをありがたく思います。

岩田 和 会員

よろしくお願いたします。

金田 勝彦 会員
本日は、ご欠席のため、後日改めてお渡しいた

・椋梨 国際奉仕委員長

します。

マレーシア、カジャンロータリークラブの創立
50 周年の日程が、9 月 8 日（土）に決定いたし
ました。ぜひ、会員皆さんで参加したいと思い
ます。9 月 6 日あるいは、7 日からの 10 日のス
ケジュールを予定しています。決まりまいたら、
ご案内いたします。

・椋梨 青少年交換委員長
2013-14 年にブラジルから来ていた青少年交換
学生のナタリアより、ブラジルの大学に合格し
たと報告がありました。自宅から遠方なため、
一人で生活し始めた。今年の 6 月に来日予定。

ルビー3 個のポール・ハリス・フェローピン
田中 正明 会員

サファイア 2 個のポール・はりす・フェローピン
田島 義隆 会員

お生まれも育ちもお仕事も藤沢の大津会員
お父様は、木島会員と同級生！
吉川会員会員とは小学生の時からお知り合い！
≪スマイル報告≫

高校生でオートバイの免許を取得

川上 彰久 会長

学生時代には北海道にいらしたこともある。

大貫さん イニシエーションスピーチお待た

親子二代で、
「車」にまつわるお家柄。

せいたしました。

ご長男も「車」のお仕事へ。

楽しみにしております。

藤沢市は、人口が増加している割合に対して、駅周

泉 信子 会員

辺では自動車の保有率が下がっている。

大貫会員様 本日の卓話たのしみにいたして

事業所のある善行地区は、若い家族の人口が増えて

居ります。

いる。地元に密着した仕事をして、地域に恩返しを

大野木 加代子 会員

したいと考えている

先日はおさわがせしました。
ご迷惑をおかけした方 ほんとう ありがと
うございました。
長津 豊 会員
大貫様 本日の卓話

楽しみです。

小河 静雄 会員
大貫さん スピーチたのしみにしています。
市橋 康仁 会員
誕生祝い ありがとうございます。
52 歳になりました。
52 歳も自己ベスト目指して頑張ります。
引き続きご指導よろしくお願い致します。

≪卓話≫
・3 月 25 日（日）のピースウォークのご案内配布

『イニシエーションスピーチ』
本日のお料理

株式会社ホンダ販売神奈川
（Honda Cars 藤沢）
代表取締役 大 貫 美 則 会員

