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≪川上 彰久 会員 旭日双光章受賞のお祝い≫
旭日双光章受賞のお祝い≫

「四つのテスト」 川上 彰久 会員

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
ゲスト：勝又 茂成 様
（㈱ジェイコム湘南・神奈川）
大山 卓司 様（㈱新江ノ島水族館）
深谷 大樹 様（大和証券㈱藤沢支店）
キョン クンへ様
（藤沢 RC 委嘱米山奨学生）
ビジター：渡邊 昭 様（第 3G ガバナー補佐
/藤沢北 RC）
市川 洋 様
（次年度第 3G ガバナー補佐/ふじさわ湘南 RC）
石川 麻央 様
（第 3G ガバナー補佐幹事/藤沢北 RC）

ゲスト、ビジターよりご挨拶をいただきました。

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

２８名

６３．６４％

会員数
２月１９日

４５（４４）名

２８名

１６名

６３．６４％

２月日

４５(４４)名

２９名

１５名

６５．９１％

０名

印刷産業からの企業振興功労として、受賞なさいまし
た。おめでとうございます。

岩田 和 会員

お孫さん
梅さん 中学校入学

小澤 智幸 会員 ご子息
醍智さん 中学校入学
鈴木 大次 会員 ご子息
義大さん 小学校入学
大小原 徹 会員 お孫さん
瑛真さん 幼稚園入園
星谷 けい子 会員 お孫さん
鶴巻 美冬さん 小学校入学

山川 ふみ子 会員 お嬢さん
寧々さん 大学卒業
≪会長報告≫

三村 浩一 会員 ご子息

・皆様こんにちは。お久しぶりです。ようやく例会

航太さん 大学入学

再開することができました。長い間休会で申し訳
ありませんでした。残り 2 回、楽しく進めていき
たいと思います。よろしくお願い致します。

★米山功労者表彰のご披露
泉 信子 会員 第 3 回米山功労者

≪幹事報告≫
・まずお礼を申し上げます。3 月、父の葬儀にあたり、
クラブの皆様よりお花や弔電をたくさんいただき、
ありがとうございました。
・三村会員より、キサキクリーンという消毒液をいた
だきました。事業所で購入なさったそうで、藤沢 RC
で使って下さいとのことです。
ありがとうございました。
・例会後に現・次年度理事
役員会を開催いたします。
理事役員会はご出席をお願

≪米山奨学金のお渡し≫

い致します。
・各委員会委員長に下半期の
活動報告をお願いしており
ます。6 月 19 日までに事務局にお送りください。
・ソーシャルディスタンスを保ったお席とお食事を準
備させていただくために例会のご出欠連絡をお願
いします。変更がありました場合も前日の夕方まで
にご連絡下さい。よろしくお願い致します。

≪お祝い≫
★会員ご家族のご入園ご入学とご卒業のお祝い
今井 重信 会員 お孫さん
若林 奏子さん 大学卒業

文教大学国際学部 3 年生

キョン クンへさん

≪スマイル報告≫

大小原 徹 会員

渡邊 昭 様（第 3G ガバナー補佐/藤沢北 RC）

久しぶりのれいかいうれしいですね。渡邊 AG、市

石川 麻央 様（

川 AG エレクト、石川 AG 補佐、ようこそ。

本日は、退任のご挨拶に参りました。大変な中で

大和証券 深谷様、新江ノ島水族館 大山様、ジェ

はございますが、例会に出席させて頂けてうれし

イコム湘南 勝又様、米山奨学生 キョンクンへ

く思っております。一年間本当にありがとうござ

様、よろしくお願いします。

いました。

入園のお祝いありがとうございました。

市川 洋 様

吉野 貴美 様

（次年度第 3G ガバナー補佐/ふじさわ湘南 RC）

皆様こんにちは。

本年は新会員の集い、マイロータリーで御世話に

3 月の父の葬儀に藤沢ロータリーよりお花を頂き、

なりました。

ありがとうございました。

次年度は厳しいスタートになりますが、どうぞよ

お礼の気持ちをスマイルに代えさせて頂きます。

ろしく御願い致します。
藤田 浩二 会長

小河 静雄 会員
久びさの例会です。皆様おひさしぶりです。

渡邊 AG、市川 AG エレクト、石川 AG 補佐幹事、

渡邊 AG、市川 AG エレクト、石川 AG 補佐幹事、よ

深谷様、大山様、勝又様、キョンさんようこそ。

うこそお越しくださいました。

川上さん、受賞おめでとうございます。

新入会の方々よろしくお付き合いください。

石原さんお疲れ様でした。

星谷 けい子 会員

会員の皆様お久しぶりです。

みなさんに久し振りにお目にかかれます。

ようやく開会出来ました。本日を含め、残り 2 回

生活スタイルが変わってきましたが、がんばって

宜しくお願い致します。

います。

今井 重信 会員
私にとって最高齢の孫、とりわけ「30 年ぶりの
女の子」です。ありがとう。
泉 信子 会員
本日は、とても嬉しゅうございます。
田中 正明 会員
久し振りの例会で 会員の皆様ご健勝で何より
です。

廣島 純 会員
お久しぶりです。本日を楽しみにしていました。
小澤 智幸 会員
入学のお祝いありがとうございます。
下野 多佳子 会員
久しぶりのロータリー例会、皆様にお会いできて、
とてもうれしいです。
鈴木 大次 会員

本日は、先般退会の後任者 3 名の面接をさせてい

川上会員、叙勲受賞誠におめでとうございます。

ただきました。入会候補者の方々のこれからのご

市川様、本日はありがとうございます。

活躍を期待しております。

息子の入学祝いありがとうございます。

瀧澤 秀俊 会員
川上さんおめでとうございます。

誕生日が私と同じというのが自慢です。
石原 哲也 会員

渡邊さん、市川さん、石川さん、ようこそ！！

一年間、大変お世話になり有難うございました。

皆様、お元気でなによりです。

後任の勝又を宜しくお願い致します。

椋梨 兼彰 会員
久しぶりの例会ですね。楽しみにしておりました。
コロナに負けない様が頑張りましょう。
川上 彰久 会員
お久し振りです。
お祝いのお言葉たくさん頂き、ありがとうござい
ます。

茂谷 浩子 会員
久しぶりの例会、皆様とお会いできて嬉しいです。

≪3 分間スピーチ≫
大貫 美則 会員

『ロータリーは機会の扉を開く』とされました。ま
た地区方針として『TOGETHER～+もっと自由に』
仲間が同じ目標に向けて協力し進めば一人ではな
し遂げられないことを可能にするし実現するかも
しれません。そのためには会員数の数字にこだわる
のでなく現会員を維持しクラブにふさわしい新会
員を募ると唱えています。しかしながら今年の初め
から新型コロナウイルスの感染流行が世界中に拡
散し命をも脅かす事態が発生し世界各地でロック
ダウンが始まり我が日本も緊急事態宣言を首相や
各県知事から出され我々は未経験のこの事態にい
まだに戦々恐々としております。世界経済や外交も

閣議決定されたあおり運転についての法律が、6 月

全く停止した状態で地球規模のこの状態をいつ脱

30 日から施行されることになりました。あおる、車

却できるのか以前の状況に戻るのは不可能なのか

間距離を詰める、進路妨害、幅寄せなどの妨害行為

と疑心暗鬼で未来が見えません。本来ならば今頃は

などが取り締まりの対象となり、2 年間免許取り消

東京オリンピックで最高に盛り上がっている時期

し、高速道路の場合は、3 年間の免許取り消しとな

なのに、世界経済がこんな状態ですと本来奉仕活動

るそうです。

を中心に展開するロータリークラブがまともな活

もしあおり運転をされてしまった場合、ドライブ

動ができるのかと不安と心配ばかりです。こんな時

レコーダーの映像の提出が有効です。前方だけで

に不肖私が会長に任命され新会員どころか現会員

なく、後方の映るドライブレコーダーも販売され

をどう維持していくかが使命となってきておりま

ています。値段はアタックなりますが、あおり運

す。

転の対策として考えてみてはいかがでしょうか。

大野木さんが藤沢ロータリークラブでの初の女性

360 度写る物もありますが、後方からくる車のナ

会長に任命され多くの会員増強を成し遂げなかで

ンバーが映らないものもありますので、よく検討

も女性会員の増強も立派にやり遂げられたこの道

しください。

筋を絶やさずさらに一歩前進して行く所存ですが、
このご時世ではどのような結果になっていくか現

≪クラブ協議会≫

『次年度活動計画と方針』
会長エレクト 野口 捷代 会員

段階では想像する事さえできません。
しかしながら時は常に流れておりまして歴史と伝
統のある藤沢ロータリーの活動は休止も停止もで
きませんのでともに目標を定め会員が一丸となっ
て進むべき道を歩んでいかなければなりませんの
で、どうぞ皆様何卒倍旧のご協力のほどよろしくお
願い申し上げます。
★例会について
皆が参加して情報を共有できる例会にし出席の価
値の見出せる例会を目指し、全員参加型を目標とす
る。やむを得ない事情で欠席の会員は事務局に必ず
連絡しむだな経費を抑える。
卓話はなるべく外部の方にお願いし、難しい場合は
今回学んだオンラインでご来会頂けない方もスピ

２０２０-２１年度国際ロータリー会長ホルガ
―・クナーク氏はドイツの方で今期の RI テーマは

ーチをお願いし幅の広く奥の深い知識と教養を育
む。

出席率は７０パーセントを割らないようにメーキ
ャップも積極的に参加。
★会員増強
一人でも減らさない努力と協力を全会員に意識
してもらいその心意気に賛同する藤沢ロータリ
ークラブにふさわしい新会員の誘致実現を目指
す。純増 1 名
★地区行事には積極的に参加したクラブとの交流
を深め地域に密着する。
★奉仕活動(対外活動)

カンボジアの歯科検診の継
石原会員、一年間ありがとうございました。

続実施
藤沢市内での身近な奉仕活動を継続的に実施。

ご欠席の際は、メークアップに心掛けていただき、

★米山奨学金、ロータリー財団、など継続的な寄付

ありがとうございました。

は満額達成

ご異動でのご活躍をお祈り申し上げます。

財団

200 ドル 米山 20,000 円

★青少年育成の推進 湘南学園インターアクト、ロ
ーターアクトへの支援強化
★マイロータリーの登録を増やす。

目標 30 名

岩田会員 ウィルス感染防止のお茶をご紹介くださ
いました。

本日のお料理

渡邊 AG、一年間お世話になりました。
市川 AG エレクト、
引き続きよろしくお願い致します。

3 月米山奨学生ウン チェンキンさんご卒業
石川 AG 補佐、お世話になりました。

休会中で皆様にお会いできず、残念です。
落ち着いたら、また夜間例会にお越しいただきます！

