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国歌「君が代」 

ロータリーソング「 我等の生業 」 

四つのテスト 

 

今年度は、落合幹事がソングリーダー 

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫ 

  ゲスト：小林 剛輔 様      

（紹介者 川上会員 泉 会員） 

      廣島 純 様 

（紹介者 川上会員 泉 会員） 

 

     ビジター：脇 洋一郎 様（ ガバナーエレクト                         

                 茅ケ崎湘南 RC） 

        菅原 英明 様 （横須賀南西 RC） 

               鈴木 憲治 様 （川崎麻生 RC） 

 

 

≪入会式≫ 

  笛田 美佐子 様 （紹介者：片桐 会員） 

   東日本電信電話株式会社 神奈川事業部  

   神奈川西支店 支店長 

 

 

出席報告 （   ）内は計算に用いた会員数 
    

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 

６月２１日 ４２（４２）名  ３１名  １１名 ７３．８１％ ０ ３１名 ７３．８１％ 

７月５日 ４２（４２）名   ３１名   １１名 ７３．８１％       

第 2780地区 

ガバナー   大谷新一郎 

第 3グループガバナー補佐 端山創之 



≪会長挨拶≫ 

  お天気が心配されましたが、無事初例会を迎えら    

  てよかったです。私らしく、楽しく一年間がんば

ります。初回から大勢のゲスト、ビジターに来会

いただき、嬉しく思います。 

  仲間が増えると皆が楽しくなります。より楽しい

クラブにるよう新しい仲間を増やしていきたいと

思います。 

 

 

≪幹事報告≫ 

  ・例会後、理事役員会が開催されます。理事役員

の方は、ご出席下さい。 

  ・7～9月年会費、特別スマイルの請求書を配布い

たしました。 

  ・第 2780地区のホームページがあたら悪しくなり

ました。会員ログイン用ＩＤとパスワードを配

布いたしました。（請求書の封筒に入っています

ので、ご確認下さい。） 

 

≪委員会報告≫ 

  藤田インターアクト委員長 

  ・7月 12日、青少年交換学生のマリーヌさん（湘

南学園）の送別会が、湘南学園インタアクトク

ラブ主催で、学園内カフェテリアで開かれます。 

   ご出席のいただける方は、お声がけ下さい。 

  ・7月 29日、湘南学園小学校ホールにて、イェー

ル大学男声合唱団のコンサートが開かれます。

ポリオ撲滅・チャリティーコンサートとなって

いますので、是非ご来場下さい。 

 

  牟田口親睦活動委員長 

  ・7月 26日（水）夜間例会、8月 22日（火）江の

島花火鑑賞会となりますので、ご予定ください。 

 

≪お祝い≫ 

  会員誕生日 7月 1日 川西 正之会員 

 

お誕生日 川西会員の一言メッセージ 

 

  結婚記念日 7月 7日 廣田 弓子 会員 

 

      結婚記念日 廣田会員の一言メッセージ 

 

 

≪スマイル報告≫ 

  ガバナーエレクト  

茅ケ崎湘南 RC 脇 陽一郎 様 

 ガバナーエレクトの脇です。川上会長さんとは

高校の同期です。藤沢 RCの益々のご発展をお祈

りします。 

横須賀南西 RC 菅原 英明 様 

 初めて伺いました。 

 今日から、川上年度のスタートとお聞きし駆け

つけました。１年間ガンバッテ下さい。 

遠くから見守っております。 

  川崎麻生 RC 鈴木憲治 様 

   川上丸の出航おめでとうございます。 

   ご健康に留意され一年間頑張って下さい。 

 

 



  川上 彰久 会長 

   今日から１年間よろしくお願いします。 

   小林さん、廣島さん、これから一緒に楽しくや

っていきましょう。 

   脇ガバナーエレクト、菅原さん、鈴木さん、本

当に良くいたしていただきました。 

  小島 正幹 会員 

   64代川上会長 直前女性にまけないように 

   ガンバレ 

  安藤 孝光 会員 

   初例会、頑張って行きましょう。 

  今井 重信 会員 

   川上新年度、おめでとう。 

  泉 信子 会員 

   廣島様、小林様、ようこそいらっしゃいました。 

   今年度、よろしくお願いいたします。 

  田中 正明 会員 

   大野木会長 1年間お疲れ様でした。 

   川上会長 これから1年間がんばってください。 

  片桐 輝久 会員 

   川上年度の始まりですネ。期待しています！ 

   笛田さんようこそ、皆んなでロータリーライフ

を楽しみましょう！ 

  和田 庄治 会員 

   大野木さん、1年間ご苦労さまでした。 

   川上会長よろしくお願い致します。 

  椋梨 兼彰 会員 

   川上会長、落合さん、1年間よろしくお願いしま

す。 

  大西 勝彦 会員 

   川上さん、念願の会長にご就任おめでとうござ

います。 

   落合さん、幹事がんばって下さい。 

  大野木 加代子 会員 

   川上新年度 おめでとうございます。 

   皆さま 楽しい元気な藤沢ロータリークラブで

ありますように。 

  藤田 浩二 会員 

   川上会長 1年間よろしくお願いします。 

大小原 徹 会員 

   大野木前会長 一年間お疲れ様でした。   

   川上新会長 いよいよスタートですね。宜しく

お願いします。 

   ゲスト・ビジターの皆さま、用こそお越し下さ

いました。楽しんで下さい。 

  川西 正之 会員 

   また腰を痛めました。52才になりましたが、 

「ぎっくり腰」には負けません。 

お誕生日のお祝いありがとうございます。 

  牟田口 新一郎 会員 

   川上新会長のもと宴会部長としてはり切ってい

きますので、宜しくお願い致します。 

  河合 秀明 会員 

   川上会長、１年間よろしくお願いいたします。 

   笛田さんこれからよろしくお願いいたします。 

  廣田 弓子 会員 

   川上会長 おめでとうございます！ 

私にできる事はがんばります。 

結婚記念日プレゼントありがとうございます。 

  小澤 幸喜 会員 

   夏祭り本番です。 

   良いお盆をみなさんでお迎えしたいと思います。 

   不良会員ですが何卒ヨロシクお願いいたします。 

  小河 静雄 会員 

   川上新会長、おめでとうございます。 

   お役に立ちませんが、今後ともよろしくお願い

します!! 

 

    

 

『新幹事理事役員の挨拶』 

会長・理事       川上 彰久 会員     

幹事・役員       落合 洋司 会員 

副会長・理事      泉 信子 会員 

会長エレクト・理事    大小原 徹 会員 

理事                小島 正幹 会員 

理事                田中 正明 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                野口 捷代 会員 

理事                小澤 幸喜 会員 

会計・役員           鈴木 隆一 会員         

S.A.A ・役員        吉川 栄紀 会員 

副幹事              藤田 浩二 会員 

   



 

落合 幹事 

 

 

泉 副会長 

 

 

大小原 会長エレクト 

 

   

 

小島 理事 

 

 

田中 理事 

 

 

 

 

★ 3月 26日に開催されました、ＩＭの報告書が届き

ましたので、配布致します。 

★ 国際ロータリー第 2780地区大会親睦ゴルフコンペ 

9月 8日（金）相模原カントリークラブ、まだ定員

に達していません。再度、ご案内いたします。 

★「ロータリー入門書」（2017～18年度版）改訂版のご

案内。 

★ 子どもが売られない世界をつくる、認定ＮＰＯ法

人「かものはしプロジェクト」より、ご案内がと

どきました。 



                     

 

片桐会員より、笛田様のご紹介 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎湘南ＲＣ 脇ガバナーエレクト 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

横須賀南西ＲＣ 菅原様 

 

 

川崎麻生ＲＣ 鈴木様 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲストの小林様 

 

 

ゲストの廣島様 

 

 

 

 

 

 

 


