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NO.1    第 3233例会    ２０２１年   ７月   ７日    天候 晴れ 

 

国家「君が代」 

ロータリーソング「我らの生業」 

「四つのテスト」 和田 秀昭 会員 

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫ 

  ビジター：服部 全弘 様（鎌倉 RC） 

            

≪ZOOM 出席者≫ 

  新堀 きよみ 会員 

 

≪入会式≫ 

  岡崎 記久子（おかざき きくこ）会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪会長報告≫ 

 68 代、会長を拝命しました。よろしくお願い致し 

 ます。 

 本日 7 月 7 日は七夕です。織姫と彦星が 1 年に 1 

 度会えるスペシャルデイです。クラブ会員の皆様 

 とお会いできましたのもご縁と思い、ご縁を大切 

 にしていきたいと思います。 

 この日を一番喜んでくれているのは、亡くなった 

 父かもしれません。父はこのクラブの 43 代会長で 

 した。残念ながら生前の父とロータリーについて 

 話す機会はありませんでいたが、よい仲間に出会 

 い、お付き合いをしていただき、楽しいロータリ 

 ーライフを過ごしていただいていたようです。よ 

 き出会いとご縁を大切に、私もしていきたいと思 

 っております。コロナ禍で満足な例会もできない 

 現状ですが、吉川年度の足跡を残していきと思っ 

 ております。会員の皆様のお力添えなしではでき 

 ませんので、御協力と応援をお願致します。 

 また、椋梨会員は、今年度第 3 グループガバナー 

 補佐として、藤沢 全ロータリークラブの第 1 例 

 会にご出席されています。椋梨ガバナー補佐には 
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第 2780地区 ガバナー   田島 透 
第 3グループガバナー補佐 椋梨 兼彰 



吉野ガバナー補佐幹事と共にご挨拶をいただきま

す。 

今年一年、藤沢ロータリークラブの顔となれるよ

う、廣島幹事と共に頑張ってまいります。皆様よ

ろしくお願い致します。 

 

≪幹事報告≫ 

 今年度幹事を務めます。よろしくお願い致しま

す。 

理事役員会報告 

1． 今年度地区分担金について 

昨年度はコロナ禍ということで、分担金が減額

されましたが、今年度は例年通りとなってお

り、理事会でも承認されました。 

2． 今年度の会員結婚記念日のお祝いについて 

記念日のある前の月に該当会員に連絡し、記念

日当日、指定の日にお花をお送りする、あるい

は例会でお祝い券をお渡しする等選んでいただ

けるようにいたします。 

3．小島名誉会員、本年度も名誉会員として推薦の 

  継続を承認。書面にてお知らせします。 

・7～9月分年会費、特別スマイルの請求書を配布し

ました。 

・次週 7月 14日の例会は、クラブ協議会です。各委

員長より本年度の活動計画を発表していただきま

す。委員長が欠席の場合は、代理の方のご出席を

お願い致します。 

 

 

≪ガバナー補佐報告≫ 

 椋梨ガバナー補佐 

 今年度第 3グループのガバナー補佐を拝命しまし

た。皆様よろしくお願い致します。昨年 8月、1本

の電話から始まり、半年間いろいろな研修をして

今年度を迎えました。7月新年度から、第 3グルー

プの 9クラブをまわって挨拶をしているところで

す。1年間よろしくお願い致します。 

 ガバナー補佐幹事として、吉野さんがお手伝いし

てくれることになりました。よろしくお願い致し

ます。 

 

 吉野 ガバナー補佐幹事 

 椋梨ガバナー補佐の補佐として、お手伝いいたし

ます。椋梨ガバナー補佐が藤沢ロータリークラブ

はもとより、2780地区やカンボジアなど世界で活

躍に場を広げていらっしゃるので、私は経験が浅

いのですが、お力になれますよう頑張りますの

で、皆様よろしくお願い致します。 

 ・2780地区よりのお願い 

  熱海豪雨災害義援金を地区で取りまとめ、送る

ことになりました。早急の対応が迫られており

ます。藤沢ロータリークラブからは、特別スマ

イルより拠出することを理事会で承認いただき

ました。ご了承願います。 

 ・今年度は、IMに代わりましてロータリー奉仕デ

イ、ポリオ撲滅キャンペーン等企画がありま

す。9月 24日～10月 25日をポリオ撲滅キャン

ペーンとして 1か月間、グループ等でいろいろ

なことを行います。10月 25日の世界ポリオデイ 

 では、インドとネットで繋ぎ、現地のポリオ現状 

やデリーロータリークラブの会長にお話ししてい 

ただくという企画が計画されています。 

 ポリオキャンペーンの一環として、2780地区で、 

「END POLIO NOW」のオックスフォードシャツの

ご案内です。田島ガバナーより、ぜひ購入してい

ただき、キャンペーンとして皆様で着て、盛り上



げていただきたいということです。今回は、半そ

でと共に長袖もあり、サイズも５L までありま

す。詳しいお知らせは後ほどお送りいたします。  

 

≪スマイル報告≫ 

 服部 全弘 様（鎌倉 RC） 

  新年度早々ホームクラブ欠席でしたので、早速 

  メークにお邪魔しました。今年度も宜しく。 

 泉 信子 会員 

  吉川様、廣島様、おめでとうございます。 

  よろしくお願い致します。 

 田中 正明 会員 

  野口さん、小河さん、1年間お疲れ様でした。今 

年度、吉川会長、廣島幹事、1年頑張って下さ 

い。岡崎さん、今後よろしくお願いします。 

 瀧澤 秀俊 会員 

  吉川会長、廣島幹事、1年間よろしくお願いいた

します。 

 和田 庄二 会員 

  吉川新年度を祝します。新年度初例会の当たり 

  スマイルをします。 

 椋梨 兼彰 会員 

  吉川会長、廣島幹事、1年間クラブ運営よろしく 

お願い致します。 

  私もガバナー補佐として 1年間がんばりますの 

  で、御協力ください。 

 川上 彰久 会員 

  吉川新会長、ご活躍を期待しております。 

年度始めの理事会欠席、申し訳ありませんで 

した。  

 吉野 貴美 会員 

  吉川会長年度、よろしくお願いします。 

 廣島 純 会員 

  幹事として微力ながら尽力して参ります。 

皆様、よろしくお願いいたします。 

 下野 多佳子 会員 

  吉川会長、廣島幹事、1年間よろしくお願いしま 

す。 

 勝又 茂成 会員 

  スマイル委員となりました。吉川会長、廣島幹 

  事、1年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 岡崎 記久子 会員 

  お仲間入りできて嬉しいです。よろしくお願い 

いたします。 

≪小話 3分間スピーチ≫ 

      崎山 直夫 会員 

 

目の話をさせていただきます。 

子供の時から元々視力はよくて、そのせいで 40代半

ばから老眼が始まってしまいました。その後、左目

にシグナルが光るような症状がでて、3ヶ月ほど経っ

て、眼科に行きました。眼圧が高いということで、

調べてもらうと、急性の緑内障とわかりました。視

神経を悪くすると失明してしまうそうです。目の構

造上、液体を輩出しているのだそうですが、私は詰

まりやすい、また、老眼が進むと白内障になってし

まい、液体が排出されなくなってしますそうです。 

それで、緑内障の治療の為に白内障の手術をするこ

とになりました。昨年の 5月に左目、今年の 2月に

右目を手術しました。経過観察にため、眼科に通っ

ているのですが、一部、網膜剥離していることがわ

かりました。緑内障は症状が出にくいのですが、気

になることがありましたら、早めに受信をお勧めし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

七夕ということで、 

エントランスホールには七夕飾り 



≪新理事役員挨拶≫    

会長・理事       吉川 栄紀 会員 

 幹事・会長エレクト・理事 廣島 純 会員 

 副会長         木島 英夫 会員 

 副幹事         小澤 智幸 会員 

理事・直前会長       野口 捷代 会員 

理事            瀧澤 秀俊 会員 

理事            椋梨 兼彰 会員 

理事          大野木 加代子 会員 

理事          川上 彰久 会員 

理事          大小原 徹 会員 

理事          小河 静雄 会員 

理事          星谷 けい子 会員 

理事          大貫 美則 会員 

S.A.A（役員）      鈴木 大次 会員 

会計（役員）        鈴木 隆一 会員 

木島副会長 

 

 

 

 

 

野口理事・ 

直前会長 
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大野木 理事 

                 

 

 

 

 

 

 

川上 理事 

 

 

 

 

 

 

 

                     小河 理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

星谷 理事 

 

 

 

 

 

 

                                     大貫 理事 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木大次 会場監督 S.A.A （役員） 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

鈴木隆一 会計（役員） 

 
鎌倉 RC 服部様  

今年度もよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の ZOOM出席は、新堀会員 

例会前に本年度 1回目の理事役員会が開催されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のお料理 


