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１１月 １日

天候 晴れ

≪会長報告≫

ロータリーソング「 我等の生業 」

・10 月 25 日の移動例会、田島会員のお店で、大変

四つのテスト

お世話になり、ありがとうございました。
・小島会員の事業所のイベント湘エネ会合同感謝祭

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
ゲスト・ビジターの紹介≫

で、ポリオ撲滅キャンペーンの募金をしてくださ

ゲスト：大津 永悠 様

いました。クラブより、R 財団に寄付させていた

（紹介者

川上 会員

落合 会員）

だきます。ありがとうございます。
・岩崎さん、ご入会おめでとうございます。

≪入会式≫

・大津さん、会員選考委員秋の面接、お疲れ様でし

岩崎 智子 様（紹介者 片桐 会員 小島 会員）
宝製菓株式会社 代表取締役社長

た。会員皆様には、別途、大津さんのご案内お送
りいたします。
・椋梨会員のカンボジアへ持って行っていただく文
防具などを、会員の方から、色々寄贈いただき、
ありがとうございます。
・My Rotary の登録を、皆様にお願い致しました。
今年度の大谷ガバナーの方針でもありますので、
多くの会員に登録をしていただきたい。
・マークアップの方法として、「かながわ 2780 ロ
ータリーE クラブ」をご案内いたします。ホーム
ページから、メークアップができます。メークア
ップ証明書発行手数料として、1,000 円かかりま

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

会員数
１０月１８日

４４（４４）名

２５名

１９名

５６．８２％

１１月 1 日

４５（４５）名

３４名

１１名

７５．５６％

５名

３０名

６８．１８％

す。時間に関係なくメークアップができますので、

アンケート結果が掲載されています。藤沢

ご利用下さい。

8 クラブのリーダーとして 100 周年を大いに利

・パストガバナーの渡辺治夫様がご逝去されました。

用していくためにも、ご一読下さい。

お優しい紳士的な方でしたので残念です。
・泉 会員より
≪幹事報告≫

今回、田中会員の奥様と山川会員が担当幹事と

・今年度のトロント国際大会に地区としてまとまっ

なって、
「藤沢 RC 女性の会」を企画いたしま

て参加するプランのご案内が参りました。ご興味

した。女性ロータリアンと会員の奥様にご案内

のある方は、事務局にお声がけ下さい。

をおだしして居りますので、ご出席下さい。

11 月 30 日の締め切りです。
≪お祝い≫
お祝い≫
≪委員会報告≫

結婚記念日 11 月 3 日

片桐 輝久 会員

・椋梨 青少年交換委員長
11 月 11～12 日に、青少年交換学生の試験が行わ
れます。藤沢 RC から湘南学園の男子学生を推薦
しています。皆様の応援をよろしくお願いいたし
ます。
・椋梨 国際奉仕委員長
11 月 30 日より、カンボジアに医療奉仕に参りま
す。文房具などたくさん支援をいただいています。

≪スマイル報告≫
川上 彰久 会長
大津さん、面接お疲れ様でした。
楽しんでいきましょう。
安藤 孝光 会員
私用により早退します。
今井 重信 会員
この間ご無沙汰いたしました。
泉 信子 会員
岩崎様、入会おめでとうございます。
大津様、ようこそいらっしゃいました。
また会員皆様の会費から、職業奉仕として寄付を

田中 正明 会員

いただいています。治療の道具、材料に使わせて

体調不良の為 2 回欠席しました。

いただきます。

つくづく年齢を感じています。
片桐 輝久 会員

・瀧澤 クラブ研修リーダー

結婚記念のお祝いを頂きありがとうございま

ロータリーの友の購読は、ロータリアンの義務で

す。まだまだ続くことでしょう。

す。活動していく上で、情報が得られます。11 月

岩崎さんロータリーライフを楽しんでくださ

号には、2020 年日本のロータリー100 周年を迎え

い。

ます。 100 年を迎えるにあたっての意識調査の

瀧澤 秀俊 会員

金子 由佳（かねこ ゆか）さん

渡辺治夫パストガバナーのご冥福を祈って。

ロータリー平和フェローとして学び、現在は、

いつも笑顔を絶やさず、情熱的で、すばらしい

日本国際ボランティアセンター・エルサレム

ロータリアンでした。

事務所現地代表として パレスチナのガザ地

牟田口 新一郎 会員
先日の夜間例会は、皆さんありがとうございま

区で勤務
阿坂 奈美（あさか なみ）さん

した。又、田島さんのご好意に感謝致します。

国連難民弁務官事務所で勤務。二年の南スー

ちなみに妻は右ききです。念のため。

ダンでの壮絶な経験を報告

小澤 幸喜 会員
ゆくあき（行く秋）という東山魁夷画伯の絵画
が好きです。よい天候に恵まれたいこの頃です。
廣島 純 会員

現在は、タイで勤務
赤坂 陽子（あかさか ようこ）さん
シリアでの勤務の経験から、政治的解決と人
道援助の課題について紹介

歓迎会に感謝。

現在は、国連難民弁務官事務所タンザニア副

田島様 お肉美味しく頂きました。

勤務
中満 泉（なかみつ いずみ）さん

≪卓話≫

『ロータリー財団
100 周年記念シンポジウム』上映

２０１６年１１月２６日開催された「ロータリ
ー財団１００周年記念シンポジウム」は、

人道援助のあり方の紹介、世界平和度の低下
と世界情勢について報告
現在、国連事務次長軍縮担当

３．財団学友シンポジスト５名のシンポジウム
本日上映の部分

3 つの項目に区切られていて、
１．式典
２．財団学友５名の活動報告
３．財団学友のシンポジウム
となっています。本日は時間の関係で、３．財
団学友のシンポジウムのみをを上映致しますが、１．
式典と、２．財団学友の活動報告について少しお話い
たしますので資料をご覧下さい。これは「ロータリー
の友 2017 年 1 月号」２４～２７ページのコピーです。

１．式典
・主催者の挨拶
・「ロータリー財団１００周年学友世界人道奉仕賞」
の授与式の映像です。昨年度 RI 会長ジョン F.ジ
ャーム氏より、緒方貞子（おがた さだこ）さん
に授与されるはずでしたが、公務で欠席のため、
中満泉（なかみつ いずみ）さんが代わりに受け
取り、緒方さんのメッセージを代読しました。
２．財団学友シンポジスト５名それぞれの活動報告
國枝 美佳（くにえだ みか）さん
アフリカでユニセフ職員としてポリオ予防接
種の担当、現在は、東京大学大学院在学中

小澤プログラム身委員長の解説

岩崎 新会員のご挨拶

ロータリーの友 2017 年 1 月号 P24～27 にシンポジウ
ムの概要が掲載されていますので、ご参照下さい。

結婚記念日 片桐会員の一言スピーチ

国際ロータリーのホームページより、Web 版もご覧に
なれます。

本日のお料理
片桐会員の岩崎新会員ご紹介
岩崎会員のおじいさま 岩崎裕侾会員のお話もして
くださいました。

