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ロータリーソング「奉仕の理想」 

「四つのテスト」  和田 庄治 会員 

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫ 

  卓話ゲスト：キョン クンヘ 様 

   （紹介者：吉野 貴美 米山カウンセラー） 

 

≪ZOOM 出席者≫ 

     新堀 きよみ 会員 

 

≪会長報告≫ 

 ・急に寒くなって参りました。 

  皆様、お体ご自愛下さい。 

先日、ポリオ募金を行なうことが出来ました。 

後程、椋梨 AG よりご報告いただきます。当日

の朝、設営には、椋梨 AG のお嬢さんもお手伝

いに来て、下さいました。ありがとうございま

した。 

≪幹事報告≫ 

 ・10 月 6 日の理事役員会報告です。 

  1．藤沢珠算競技会兼そろばんコンクールへの 

 

   後援の件、例年どおり承認されました。 

   クラブより、1 万円、協賛いたします。 

  2．2023－24 年度の地区補助金説明会の件 

    廣島エレクトが出席いたします。 

  3．2024－25 年度ガバナー・ノミニー候補選出 

    についは、現在のところ、クラブから選出 

    予定ありません。 

  4．椋梨ガバナー補佐より報告 

    10 月 9 日のポリオ募金について 

    2 月開催予定のロータリー奉仕デイの進捗 

    状況について 

 

≪ガバナー補佐報告≫ 

 ・10 月 9 日開催の藤沢元気バザールで、ポリオ募 

  金活動を開催。第 3 グループクラブからの募金 

  活動参加、また募金に来ていただき、113,636 円 

  の募金を集めることが出来ました。ありがとう 

  ございました。 

 ・10 月 24 日世界ポリオデイです。 

  2780 地区では配信イベントと募金活動を行いま 

  す。詳細は後日お知らせいたします。 
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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 



≪委員会報告≫ 

 ・大小原 補助金配分・VTT副委員長  

  10月 16日、次年度の地区補助金説明会が開催 

  されます。廣島会長エレクトが出席予定です。 

  地区補助金は、会員の寄付を有効に活用するた

めにあります。クラブから提案される社会奉仕

活動に利用できます。次年度クラブからぜひエ

ントリーして、活用していただきたいです。ぜ

ひ、ご提案下さい。 

 

≪お祝い≫   

 会員誕生日 9月 7日  和田 秀昭 会員 

       10月 17日 大野木 加代子 会員 

 

 

 結婚記念日 7月 1日  小澤 智幸 会員 

       8月 27日 大貫 美則 会員 

              9月 1日  崎山 直夫 会員 

 

 

 

 

 

≪スマイル報告≫ 

 吉川 栄紀 会長 

  キョン クンヘさん 本日の卓話よろしくお願  

  いいたします。 

  また、先日のポリオ募金に参加された方、 

  お疲れ様でした。  

 瀧澤 秀俊 会員 

  ロータリー ラッピングバスを 2台目撃したの

で。 

 和田 庄治 会員 

  無事に又、1年間出席できました。 

  ありがとうございます。 

 椋梨 兼彰 会員 

  先日の元気バザール、募金活動ありがとうござ

いました。 

  キョン クンヘさん、卓話楽しみにしています。 

 大野木 加代子 会員 

  お誕生日お祝いありがとうございます。 

  大人の女性になりたいと思います。 

 大貫 美則 会員 

  結婚記念日のお祝いを頂き、ありがとうござい

ます。 

  キョン クンヘさん、ようこそ。 

 小澤 智幸 会員 

  結婚記念日のお祝いありがとうございます。 

  皆様お元気そうで良かったです。 

  これからもよろしくお願い致します。 

 和田 秀昭 会員 

  誕生日のお祝いありがとうございました。 

  52歳になりました。 

  本日はリアル例会に参加復活しますので、宜し

くお願いします。 

 崎山 直夫 会員 

  21年となりました。ありがとうございます。 

 吉野 貴美 会員 

  キョンさん、頑張って。 

 勝又 茂成 会員 

  映画「ミナマタ」同様、15日から公開「燃えよ

剣」を宜しくお願いします。 

 

    

 

 



2020－21年の皆出席者表彰 

  瀧澤 秀俊   会員    5年 

和田 庄治   会員   １8年 

椋梨 兼彰   会員    8年 

大野木 加代子 会員    6年 

大小原 徹   会員    3年 

野口 捷代   会員    3年 

吉野 貴美   会員    2年 

小河 静雄   会員    1年 

廣島 純    会員    3年 

                （入会順） 

 

 

代表して、和田会員よりご挨拶いただきました 

 

≪小話 3分間スピーチ≫ 

      大野木 加代子 会員 

今日はめったに見られないものを皆さんにお見せし

ようと思います。お食事はお済でしょうか。 

これは、ある日のランチです。新鮮なお魚で有名な

お店の物なのですが、昼食後 2、3時間後話すことも

できないような状況になってしまい、仕事を早退し

ました。一晩七転八倒し、内科医に行くと画面のよ 

 

 

 

例会場では、動画でみせていただきました↑ 

 

 

うな物を内視鏡で引っ張り出してもらい、痛みが治

まりました。生きたままアニサキスが見つかりまし

た。新鮮なアジやイワシ、イカなどにつくのだそう

です。新鮮な魚を食べたのにお腹の調子が悪くなっ

たら、アニサキスを疑って下さい。1週間くらいで 

胃の中で死滅するそうですが、私はとても痛くて苦

しみました。 



≪米山月間卓話≫   

  「夢を叶えた話」 

    藤沢ロータリークラブ委嘱 

米山奨学生 キョン クンヘ 様 

      （紹介者：吉野 貴美 会員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

吉野 米山カウンセラーより、キョンさんのご紹介を

していただきました。ご心配なさっていた就職活動

を無事終えられて、ご希望だった旅行業界への就職

が決定なさったと報告いただきました。 

 

 

吉川会長からのご質問にも、ご自分の考えをご自分

の言葉で、率直にお話いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

吉川会長より奨学金のお渡しと、花束が贈られまし

た。 

 

 

 

 

本日のお料理 

 


