
 

■創 立 ／ 昭和 29 年 6月 3日                ■第 64 代  会長 ／ 川上 彰久   幹事 ／ 落合 洋司 
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■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.35     第 3107 例会    ２０１８年 ４月   ４日   天候 晴れ   

 

国歌「君が代」 

ロータリーソング「 我等の生業 」 

四つのテスト 

 

≪≪≪≪ゲスト・ビジターの紹介ゲスト・ビジターの紹介ゲスト・ビジターの紹介ゲスト・ビジターの紹介≫≫≫≫    

  ゲストスピーカー：鈴木 大次 様      

（紹介者 川上 会員） 

 

≪入会式≫≪入会式≫≪入会式≫≪入会式≫    

        杉本 繁則 様（紹介者：片桐 会員） 

   株式会社 新江ノ島水族館 施設統括部長 

 

 

≪会長報告≪会長報告≪会長報告≪会長報告≫≫≫≫ 

 ・今日は何の日？ アンパンの日 歯周病予防デイ 

 ・東京ガス㈱ 野尾睦彦会員の異動のお知らせ 

  皆さんにご挨拶できないままでの異動となって 

  しまったということで、メールでご連絡をいただ 

  メールをいただきました。 

  4 月 1日付けで異動となってしまいました。2 年 

  間という短い期間で驚きましたが、大変お世話に 

  なりましてありがとうございました。本来ならお 

  伺いしてお礼を申し上げるところですが異動準 

  備で慌しく、メールにて失礼いたします。 

  また、後任が相模原に配置されるため、藤沢ロー

タリーには、入会しない予定です。 

  

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

    ・本日、4～6 月の年会費の請求書をお出ししていま 

  す。その封筒の中に今年度の会員名簿の追加分、

3 枚を同封させていただきましたので、貼付よろ

しくお願いいたします。 

 

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 

    

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１４日 ４６（４６）名  ４６名  ２３名 ５０．００％  ７名  ３０名 ６５．２２％ 

４月４日 ４６（４６）名  ３１名  １５名 ６７．３９％       

2017-2018 年度 
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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 



≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・椋梨 会員より 

  5 月 13 日（日）茅ヶ崎交響楽団 寒川町民館にて 

第 69 回定期演奏会に出演いたします。 

ファミリーコンサートで子どもたちも楽しめる 

曲も演奏いたしますので、ご来場ください。 

 

 

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

        会員誕生日 4 月 8日 岩崎 智子 会員 

 

 ホールのお花 春です 

 結婚記念日 4 月 5 日  今井 重信 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 

市橋 康平さん 大学ご卒業（市橋 会員のご子息） 

 小河 阿弥さん 高校ご入学（小河 会員のお嬢様） 

 鴨田 葵さん  大学ご卒業（片桐 会員のお孫様） 

 鴨田 魁さん  高校ご入学（片桐 会員のお孫様） 

 木島 沙帆さん 中学ご入学（木島 会員のお孫様） 

長津 かほさん 大学ご卒業（長津 会員のお孫様） 

 長津 朋哉さん 大学ご入学（長津 会員のお孫様） 

 松村 響華さん 大学ご入学（松村 会員のお嬢様） 

 松村 和凛さん 中学ご入学（松村 会員のお嬢様） 

 牟田口 夏愛さん 高校ご入学（牟田口会員のお嬢様） 

 牟田口 恵愛さん 中学ご入学（牟田口会員のお嬢様） 

 吉川 菜々さん 大学ご卒業（吉川 会員のお嬢様） 

 

 

 



≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

  川上 彰久 会長 

   鈴木宮司 本日の卓話よろしくお願いいたし 

   ます。 

   これからも毎週お会いできるのを楽しみにし 

   ております。 

  小島 正幹 会員 

   鈴木宮司ようこそ！  

   田中正明さんもくれぐれもよろしくとの事、 

   時間が出来ましたら、我がクラブへどうぞ 

   お待ちしています。 

  木島 英夫 会員 

   孫の中学入学祝をいただきました。 

  今井 重信 会員 

   55 回目の記念日を迎えられました。仲良くすご

していますので今後共よろしくお願いします。 

  泉 信子 会員 

   鈴木宮司様 ようこそいらっしゃいました。 

   卓話たのしみにいたして居ります。 

   杉本様 おめでとうございます。 

  片桐 輝久 会員 

   歓迎 杉本君ロータリーライフを楽しんでく

ださい。 

   ★孫２人の入学祝いを頂き ありがとうござ

います。 

  和田 庄治 会員 

   本日、結婚記念祝いただき ありがとうござい

ます。仲よくしてもらっています。 

  椋梨 兼彰 会員 

   例会 久しぶりです。申し訳ございません。 

  長津 豊 会員 

   まごのお祝いを頂きました。 

   ありがとうございます。 

  大小原 徹 会員 

   鈴木宮司様 本日の卓話よろしくお願いします。 

   ３時から 検診があるため昼食抜きです。 

断食しているわけではありません。 

悪しからず！です。 

  吉川 栄紀 会員 

   卒業祝いを頂き、ありがとうございます。 

   これで子供達全員卒業が出来、親としてホッと

しています。これからは老後のためにがんばり

ます。 

 

   市橋 康仁 会員 

    子供の卒業祝ありがとうございます。 

    子育て終了で 引き続き 湘南ライフ楽し

みます。 

   牟田口 新一郎 会員 

    娘２人がそれぞれ高１、中１となりました。 

    今は、かろうじて仲良しですが、これからは

どうなることやら・・・ 

    複雑な気持ちで一杯です。 

   小澤 幸喜 会員 

    鈴木宮司様 この度は青年会議所の先輩ヅ

ラを吹かして卓話にお呼びしてすみません。 

    川上会長と親しく交流されていること存じ

てましたので、きっとお越し頂けると信じて

いました。ありがとうございます（神） 

   小河 静雄 会員 

    鈴木宮司様 日頃お世話になります。本日の

卓話もたのしみにしています。 

    杉本様 入会おめでとうございます。 

    娘の入学祝まで ありがとうございます。 

   岩崎 智子 会員 

    （お誕生日祝いでスマイルいただきました。） 

 

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

    『おにぎり？おむすび？『おにぎり？おむすび？『おにぎり？おむすび？『おにぎり？おむすび？    

                あなたはどちらを選びますかあなたはどちらを選びますかあなたはどちらを選びますかあなたはどちらを選びますか????』』』』                

        

    白旗神社白旗神社白旗神社白旗神社    代表役員代表役員代表役員代表役員        

        宮司宮司宮司宮司    鈴木鈴木鈴木鈴木    大次（すずき大次（すずき大次（すずき大次（すずき    ひろつぐ）様ひろつぐ）様ひろつぐ）様ひろつぐ）様    

    

    



    

昭和５９年建立の高さ８ｍ幅６ｍ  

日本初のグラスファイバー製の鳥居 

 

おむすびは、「古事記」に登場。 

おむすびでなくてはならない訳。 

「むすび」の意味とは？ 

願いをむすぶということ 

塩むすびには、「清め」「むすぶ」という意味がある 

物事の本質を知ることが大切 

 

 

 

お参りの仕方を教えていただきました。 

頭を下げるのではなく腰を折る。 

神様には 90 度（手のひらがひざ小僧を包むくらい） 

人に対しての最敬礼は 60度(指先がひざの上にかかるくらい) 

通常の場合は 45 度（太ももとひざの真ん中に指先） 

会釈（前に手をもってくるくらい） 

 

 

拍手でよい音を出す方法！も教えていただきました。 

一度手 一度、手を合わせ、右手を引き手を打つ。 

また手を合わせる。 

 

 

川上会長の謝辞   

 

            本日は、カレーライス!! 

            

 

 

 

 

 

 

ホテル、チャペルへの通りも春の花！ 


