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ロータリーソング「それでこそロータリー」
「四つのテスト」 藤田 浩二 会長
＊マスク着用でのご唱和

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
ビジター：枡崎 一之 様 （2590 地区
第 4 グループガバナー補佐エレクト/横浜東 RC）
鈴木 宗太 様
（横浜東ローターアクトクラブ 2017 年度代表）

≪入会式≫
勝又

勝又 茂成 新会員
茂成

会員（㈱ジェイコム湘南・神奈川）

（紹介者：泉 会員 川上 会員 藤田会長代行）
大山 卓司 会員（㈱新江ノ島水族館）
（紹介者：藤田会長）
深谷 大樹 会員（大和証券㈱藤沢支店）
（紹介者：藤田会長）

大山 卓司 新会員

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

２６名

５９．１０．％

会員数
２月２６日

４５（４４）名

２６名

１８名

５９．１０％

６月２４日

４５(４４)名

２８名

１６名

６３．６４％

０名

シールがありますので併せてお持ちください。

≪スマイル報告≫
枡崎 一之 様（2590 地区第 4 グループ
ガバナー補佐エレクト/横浜東 RC）
久し振りの貴クラブ訪問です。
今日は本年度最後の例会、藤田会長の応援にやっ
て参りました。どうぞよろしくお願い致します。
鈴木 宗太 様（横浜東ローターアクトクラブ
2017 年度代表）
深谷 大樹 新会員

藤田会長一年間お疲れ様でございました。
今後ともローターアクトへのご支援を宜しくお

≪会長報告≫
・最後の例会になりました。

願い致します。
藤田

浩二 会長

枡崎さん、鈴木さん、本日はありがとうございま

枡崎様、鈴木様、藤沢ロータリークラブへようこ

す。枡崎さんは、私が初めてロータリーに接せる

そ。

機会を作って下さった方で、横浜東ローターアク

勝又様、大山様、深谷様、これから宜しくお願

トクラブの会合でした。まさか、今会長として、

いします。

点鐘の鐘を鳴らしているのが不思議です。

会員の皆様、一年間本当にありがとうございま

勝又さん、大山さん、深谷さん、これからよろし

した。

くお願いい致します。会長は本日さ最後ですので、

誕生日のお祝いありがとうございます。

今後は一ロータリアンとしてよろしくお願い致
します。
ここ数年、最後の例会は、夜間例会となっており
ましたが、このような状況ですので、通常例会で、
休会中出来なかったお誕生日と結婚記念日のお

木島 英夫 会員
あと 2 年で 60 周年です。それまで頑張ります。
今井 重信 会員
結婚祝いありがとう。56 周年となります。
瀧澤 秀俊 会員

祝いをさせていただきます。

藤田 会長、吉野幹事 1 年間お疲れ様でした。

昨日、最終の会長幹事会でした。久しぶりの顔を

南極の中、よくがんばりました！えらいっ‼

合わせての会でした。

結婚記念日祝いありがとうございます。
田島 義隆 会員

≪幹事報告≫
・前回、ジェイコム湘南・神奈川様より、お菓子を
頂きました。本日、テーブルに置かせていただき
ました。
・6 月 17 日の現・次年度理事役員会報告
休会中の例会食費 12 回分については、次年度 7
月請求の年会費より、差し引かせていただきます。
・新型コロナウィルス感染防止のため、休会が続き、
本年度の下半期クラブ協議会は中止とさせてい

誕生日のお祝いをいただき有り難うございます。
体調を崩さないよう気を付けています。
和田 庄治 会員
お祝で食事会に行ってまいります。ありがとうご
ざいます。
椋梨 兼彰 会員
藤田会長、吉野幹事、大変な 1 年間おつかれ様で
した。慰労会もできずに残念です。
大野木 加代子 会員

ただきました。本日、報告書を配布し、会長幹事

不完全燃焼の藤田会長、吉野幹事おつかれさまで

並びにクラブ委員会の活動報告とさせていただ

す。最終夜間例会できなくて残念です。マスク取

きます。

れたらやりましょう‼

・地区大会報告書を配布いたしました。P35 用訂正

吉川 栄紀 会員

≪会員誕生日と結婚記念日のお祝い≫
会員誕生日と結婚記念日のお祝い≫

藤田会長、吉野幹事、そして藤沢クラブ会員の

卓話の時間を使って、休会中にお誕生日と結婚記

皆様、1 年間お疲れ様でした。早く日常が戻り

念日を迎えられた会員皆様のお祝いをさせてい

ワイワイガヤガヤやりたいですね。私は「貝に

ただき、スピーチをお願いしました。

なりたい！」です。
児玉 聡 会員
お久しぶりです。
私は、５年目が決まりました。今後も宜しくし
ます。
結婚祝いありがとうございます。
野口 捷代 会員
藤田会長、吉野幹事、1 年間お疲れ様でした。
最後が大変でしたネ。又やって下さいね。
お誕生日のお祝いありがとうございました。
吉野 貴美 会員
お誕生日のお祝いありがとうございます。
来月からは少しゆっくり食事が出来るか、な？
小河 静雄 会員
藤田会長、吉野幹事、1 年間おつかれ様でした。
杉原 栄子 会員
お誕生日のお祝いをありがとうございました。
鈴木 隆一 会員
結婚記念日ありがとうございます。
藤田会長、吉野幹事、お疲れ様でした。
廣島 純 会員
来期もよろしくお願いします。
小澤 智幸 会員
お誕生日祝い、ありがとうございます。
下野 多佳子 会員
藤田会長、吉野幹事、1 年間お疲れ様でした。
また誕生日のお祝いありがとうございます。
大沢 勝実 会員
誕生日のお祝いありがとうございます。コロナ
の影響で 3 年目に突入しました。
鈴木 大次 会員
誕生日のお祝いありがとうございます。

ジェイコム湘南・神奈川様
よりお菓子いただきました
ごちそうさまです

【お誕生日のお祝いの皆様】

【結婚記念日のお祝いの皆様】

藤田会長 1 年間お疲れ様でした‼

吉野幹事、1 年間お疲れ様でした‼

廣島会員は、お誕生日とダブルのお祝い

ビジターの鈴木 様 横浜東ローターアクトクラブ
ようこそお越しくださいました。

クリスタルホテルさんにお礼
いつも大変お世話になっております。
握手が出来ないので、こんな感じで…。

ビジターの枡崎 様 横浜東 RC
藤田会長とご縁があり、最終例会にお越しいただきま

会長エレクト・幹事エレクトから

した。

会長・幹事へ花束贈呈‼

次年度は、第 2590 地区の第 4 グループのガバナー補
佐をお務めになられます。

本日のお料理

