
 

■創 立 ／ 昭和 29 年 6月 3日                ■第 67 代  会長 ／ 野口 捷代   幹事 ／ 小河 静雄 

■事務所 ／ 藤沢市藤沢 93 新堀ライブ館 204  TEL：0466-25-4000 FAX：0466-26-9292 E-mail：info@fujisawa-rotary.com 

■例会日 ／ 毎週水曜日 12:30～13:30          ■例会場／ 湘南クリスタルホテル TEL：0466-28-2111 

NO.25    第 3222 例会    ２０２１年   ４月    ７日     天候 晴れ     

    

国歌「君が代」 

ロータリーソング「我らの生業」 

「四つのテスト」 林 尚子 会員 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

・新会員さんの「四つのテスト」が初々しくて、とて

もよかったと思います。 

・藤沢北 RC の解散について、正式にお便りを頂きま

した。 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

・例会後に、理事役員会を開催致します。現・次年度  

 の理事役員の方は、ご出席をお願い致します。 

・2780 地区の地区大会委員会より、地区大会報告書  

 をお届けしております。大会縮小の為、登録費から 

余剰金返金のお知らせが参りました。会員お 1 人当 

たり 6,203 円がクラブに返金されます。お知らせい

たします。 

 

 

 

 

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

 会員誕生日 2 月 4 日 岩田 和 会員 

       4 月 1 日 川上 彰久 会員 

       4 月 8 日 岩崎 智子 会員 

       4 月 9 日 勝又 茂成 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

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 

＋〔 〕は Zoom 出席者     

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 

３月２４日 ４３（４２）名 ２３名 １９名 ５４．７６％ ２名 ２５名 ５９．５２％ 

４月７日 ４３(４２)名 ２４名 １８名 ５７．１４％ 

   

2020-2021 年度 

藤沢ロータリークラブ週報 

2020-2021 年度 
RI テーマ 
 
 
 
第 2780 地区 

ガバナー   久保田 英男 

第 3 グループガバナー補佐 市川 洋 



 結婚記念日 11 月 22 日 藤田 浩二 会員 

       12 月 12 日 岩崎 智子 会員 

       3 月 31 日  川上 彰久 会員 

       4 月 7 日   和田 庄治 会員 

 

    

会員ご家族のご入学・ご卒業のお祝い 

今井 優真（いまい ゆうま）さん 中学校入学 

（今井 会員のお孫様） 

今井 帆那（いまい はんな）さん 中学校入学 

（今井 会員のお孫様） 

小河 阿弥（おがわ あや）さん  大学入学 

（小河幹事のお嬢様） 

木島 沙帆（きじま さほ）さん  高校入学 

（木島会員のお孫さま）

大小原 想（だいこはら とう）さん 小学校入学 

（大小原会員のお孫様） 

椋梨 友唯（むくなし ゆい）さん 大学卒業 

（椋梨会員のお嬢様） 

    

    

2019‐20 年の皆出席者表彰 

    直前会長への記念品 

            藤田 浩二 直前会長 

    

 やっとお渡し出来ました。会長年度お疲れ様でした。 

    

    

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

 野口 捷代 会長 

  明るい日差しの中、ロータリー例会が開けて嬉し 

  いです。本日の卓話、大山さま短い間でしたがお 

世話になりました。きょうはお祝いが沢山ありま 

すので、よろしくお願いします。 

 木島 英夫 会員 

  孫が高校入学致しました。 

 泉 信子 会員 

  大山様、お身体に気を付けてお過ごし下さい。 

 岩田 和 会員 

  誕生日のお祝い有難うございました。いつの間に 

  か 86 才になっていました。 

残り少ない人生を世の中の人の為になって 

生きられたらいいなと思っています。 

 和田 庄治 会員 

  結婚のお祝いをいただき、ありがとうございます。 

 椋梨 兼彰 会員 

  長女の大学卒業祝いありがとうございます。 

  無事に保育園に就職できました。 

 川上 彰久 会員 

  結婚祝いと誕生日祝いありがとうございます。。 

 藤田 浩二 会員 

  結婚祝いありがとうございます。 

  はじめての皆出席です。ありがとうございます。 

 



 大小原 徹 会員 

  孫の入学祝い頂きまして、ありがとうございます。 

  元気に小学校に通っているようです。 

 小河 静雄 会員 

  大山さんスピーチ楽しみにしています。 

  娘も大学生、娘すられています。 

 星谷 けい子 会員 

  3 月の御天井日お祝いありがとうございました。 

  大山様、これからカナダのお話などお聞きしたく、 

  本当に残念です。 

  これからのご活躍をお祈り申し上げます。 

 大貫 美則 会員 

  誕生日のお祝いをありがとうございます。久しぶ 

  りの例会で皆様とお会いできて楽しかったです。 

 岩崎 智子 会員 

  誕生日のお祝いと結婚記念日のお祝いいただき 

まして、ありがとうございます。 

 勝又 茂成 会員 

  お誕生日、ご結婚記念、ご入学ご卒業誠におめで 

  とうございます。 

  ついでに私も！ 

 大山 卓司 会員 

  短い間でしたが有難うございました。 

  今後ともどうぞ宜しくお願いします。またお会い 

  しましょう。 

 

  

≪小話≪小話≪小話≪小話    3333 分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫    

   椋梨 兼彰 会員 

 

歯科医師で占い師の資格を持ち、僧籍も持つ椋梨先生 

コロナ禍における歯科医ついてお話いただきました。 

    

≪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」    

        株式会社株式会社株式会社株式会社    新江ノ島水族館新江ノ島水族館新江ノ島水族館新江ノ島水族館    

        館長補佐館長補佐館長補佐館長補佐    キュレーターキュレーターキュレーターキュレーター    

                        大山大山大山大山    卓司卓司卓司卓司    会員会員会員会員    

 

 

 

大山会員は、本日をもってご異動です。短い間でした

が、ありがとうございました。 

 

本日のお料理 

 


