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・6 月 5 日が記念例会となりますので、6 月の理

徹 会長

事会は、6 月 12 日の例会後とさせていただきま
す。理事会の出席は現年度理事・役員のみでお

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
ビジター：田中 孝典

願いいたします。

様（東京北 RC）

≪会長報告≫
・6 月 5 日の藤沢 RC 創立 65 周年記念例会、多数の
ゲストをお迎えして、開催できそうです。皆様で
盛り上げていただきたく、お願いいたします。
・6 月 26 日の最終例会は、「隠れ里車屋」さんで、
移動夜間例会とさせていただきます。後日詳しい
ご案内をお出しいたしますので、ご予定下さい。
・本日は、次年度クラブ協議会です。藤田会長エレ
クト、よろしくお願い致します。皆様も温かく見
守ってください。
東京北 RC 田中様
≪幹事報告≫

東京北 RC には女性会員がいらっしゃらないとうか

・5 月～10 月末は、クールビズ期間とさせていただ

がいました。

だきます。よろしくお願い致します。

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

３３名

７５．００％

会員数
４月２４日

４４（４４）名

３２名

１２名

７２．７３％

５月１５日

４３(４３)名

２７名

１６名

６２．７９％

１名

≪お祝い≫
結婚記念日 5 月 18 日

≪小話 3 分間スピーチ≫
瀧澤 秀俊 会員

星谷 けい子 会員

本日は、私がこれから燃えていこうと思っていること
についてお話いたします。
1964 年、東京オリンピックが開催されました。当時、
私は中学生で渋谷在住でした。代々木競技場にも近く、
ジェット機が五輪の円を空に描いたのを自宅から見
たことを印象深く残っています。
今回 2020 年のオリンピックには、藤沢にも競技が参
りますが、子どもの頃のようなわくわく感がありませ
ん。何かできることはないか、思い出としてのこすこ
とはできないかと考えました。
先のオリンピックの時、競技を盛り上げようと江の島
瀧澤会員 一言メッセージ

で踊られた三波春夫の「江の島ヨット音頭」を浜口さ
んという、踊りの師範の方が振り付けをしました。こ

≪スマイル報告≫
大小原 徹 会長

のヨット音頭を女性会で披露していただく機会があ
りました。江の島でこのヨット音頭を踊る婦人会グル

東京北 RC 田中様ようこそお越し下さいました。

ープの「さざなみ会」を応援し、藤沢市のお子さんか

藤田会長エレクト、今日は初の大仕事ですね。

ら大人まで皆さんに覚えて頂きたいと思いました。こ

頑張って下さい。

れが、私が今、熱く燃えていることです。

瀧澤 秀俊 会員

来年のオリンピックでは、ギネスに挑戦できる多くの

結婚記念日祝いありがとうございます。

皆様と「江の島ヨット音頭」を踊りたいと思っていま

34 周年 仲良く、そつなくやっております。

す。どうか皆様、ご指導、ご協力をお願い致します。

藤田 浩二 会員
東京北 RC 田中様 ようこそ
本日は貴重なお時間を頂きまして、次年度会長
方針を発表いたします。
宜しくお願い致します。

≪会長報告の追加≫
・本日、現・次年度合同の会長幹事会がございます。
吉野次年度幹事が、本日よりご出席いただきます。

≪次年度クラブ協議会
≪次年度クラブ協議会≫
クラブ協議会≫
会長方針』
『次年度 会長方針
』

３ 奉仕活動
・姉妹クラブ仙台南ＲＣ及び友好クラブカジ
ャンＲＣとの交流継続

ロータリーを楽しみ、
新たな奉仕活動を実践しましょう

・湘南学園インターアクトクラブとの交流と
共同での奉仕活動の実践

2019－
2019－20 年度 会長 藤田 浩二 会員
・カンボジア歯科検診の継続支援
・クラブ研修会の実施（4 か月に一度）
・米山梅吉記念館見学会実施
・藤沢市内での新たな奉仕活動の実践
４ 出席率向上
・月平均出席率 75％以上
・メークアップの推進。
５

ロータリー財団、米山奨学事業への寄付
・ロータリー財団
・米山奨学金
・ポリオ

６

200 ドル／１名
20,000 円／１名
40 ドル／１名

マイロータリーの登録率向上

・2019－20 年度国際ロータリー会長の方針について
現在 18 名 → 25 名以上
マーク・ダニエル・マローニー会長のメッセージ
「ロータリーは世界をつなぐ」
残りの時間でミニイニシエーションスピーチをして
・2019－20 年度国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
頂きました。
杉岡 芳樹 ガバナーの方針
「一クラブ一奉仕プロジェクトを」
・藤田 浩二会長方針
本日のお料理
ロータリーを楽しみ、
新たな奉仕活動を実践しましょう

計画
１ 例会運営
・ＳＡＡを中心に伝統と規律を守りつつも、楽
しく充実した例会
・ゲスト・ビジター・会員の方々へのおもてな
しの充実
・例会中のマナー徹底
（携帯マナーモード・私語厳禁等）
ホテル 1 階
・クラブ広報委員会からロータリーの友やガバ
エントランスのお花
ナー月信の情報発信
・3 分間スピーチの継続
２ 会員増強
・会員純増 2 名以上
・3 か月に一度、会員増強委員会開催
・例会出席が芳しくない会員方のへの連絡・フ
ォローの徹底。

