
 

■創 立 ／ 昭和 29 年 6月 3日                ■第 65 代  会長 ／ 大小原 徹   幹事 ／ 藤田 浩二 

■事務所 ／ 藤沢市藤沢 93 新堀ライブ館 204  TEL：0466-25-4000 FAX：0466-26-9292 E-mail：info@fujisawa-rotary.com 

■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.8        第 3126 例会    ２０１８年  ８月  ２９日     天候 

 

ロータリーソング「手に手つないで」 

四つのテスト   大貫 美雄 会員 

 

≪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≫    

  ビジター：山口 俊明 様（国際ロータリー 

第2780地区 第3ガバナー補佐/藤沢東RC） 

       大坪 加寿子 様（国際ロータリー 

第 2780 地区 第 3 ガバナー補佐幹事/藤沢東 RC） 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

  ・本年度の活動計画書、呼称の訂正をお願いいた

します。 

   × SAA リーダー   ○ SAA 

   × サブリーダー   ○ アシスタント SAA 

  ・8月 21 日、小河親睦委員長、司会の反田委員始 

   め親睦委員会の皆様のご尽力で、3 クラブ合同 

   例会家族会たいへん盛況でした。ありがとうご 

   いました。 

  ・9 月 6 日からのマレーシア、カジャン RC創立 

   50 周年記念式典訪問、10 名で出席することに 

   なりました。 

 

   ・後日、米山奨学会の寄付のご案内をお送り 

    します。会員全員の皆様にご協力お願いいた 

    します。 

    

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

  ・例会後、13時 30 分から 30 分くらい、ガバナー 

   補佐を囲んだクラブ協議会を開催いたします。 

   ご参加をお願いいたします。来月のガバナー公 

   式訪問に向けての情報交換をさせていただき 

   ます。 

  ・10 月 14 日（日）に行われます、地区大会の出 

   欠の〆切が明日 30日です。まだの方は、お知 

   らせ下さい。 

  ・9 月 12 日（水）、脇ガバナーの公式訪問と 

   っております。多くに会員のご出席をお願いい 

   たします。 

  ・9月 29 日（土）、藤沢市民祭りでエンドポリオ

キャンペーンが奥田公園で行われます。後日、 

   詳細をお知らせいたしますので、参加をご予定 

   ください。 

 

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 

８月８日 ４４（４４）名 ３０名 １４名 ６８．１８％ ２名 ３２名 ７２．７３％ 

８月２９日 ４４(４４)名 ３４名 １０名 ７７．２７％ 
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第 2780 地区 

ガバナー   脇 洋一郎 

第 3 グループガバナー補佐 山口 俊明 



≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・椋梨 会員 

  9 月 6日からのマレーシア、カジャン RC 訪問につ

いての冊子を作成いたしました。例会後、打ち合

わせを致しますので、ご予定下さい。 

 ・椋梨 地区青少年交換委員 

  2018-19 年度、来日青少年交換学生オリエンテー

ションと一泊研修が 8月 23 日にありました。学

生同士仲良くなり、親交を深めました。派遣交換

学生は、1名ハンガリーへの出発準備がまもなく

です。 

  

 ・泉 会員より 

  湘南百撰 秋号を発行いたしました。 

  ご覧下さい。 

 

 

 

 

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫ 

  会員誕生日 8月 27 日  長津 豊 会員 

        8 月 29 日  児玉 聡 会員 

        8 月 31 日  鈴木 隆一 会員 

        9 月 3日   毛利 英昭 会員 

 

 

 

 

 

 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

        山口 俊明 様 第3Gガバナー補佐/藤沢市東RC 

   本日はガバナー補佐訪問にまいりました。 

   よろしくお願い致します。 

  大坪 加寿子 様 藤沢東 RC 

   AG 訪問に同行させて頂きました。 

   本日は宜しくお願いします。 

  大小原 徹 会長 

   山口 AGよろしくお願いします。  

   大坪さん ようこそ!! 

  今井 重信 会員 

   今年ははからずもながい夏休みを頂きました。 

   これまらは頑張ります。 

  泉 信子 会員 

   山口俊明ガバナー補佐 ようこそいらっしゃ

いました。 

   湘南百撰 おしらせ有りがとうございます。 

  田中 正明 会員 

   山口ガバナー補佐 本日は当クラブへようこ

そ。本年度第 3 グループ よろしくお願いしま

す。 

  大西 勝彦 会員 

   山口ガバナー補佐様 1年間よろしくお願いし

ます。 

  大野木 加代子 会員 

   山口ガバナー補佐様 今年度よろしくご指導

下さいませ。 

  長津 豊 会員 

   山口 AG 本日の卓話楽しみにしています。 

誕生日のお祝い頂きました。 

   有難うございます。 



  川上 彰久 会員 

   山口ガバナー補佐 ようこそ！！ 

   大坪さん 補佐のお守りご苦労様です！ 

  藤田 浩二 会員 

   山口 AG 本日は宜しくお願いします。 

   大坪さん ようこそ！！ 

  児玉 聡 会員 

   誕生祝い ありがとうございます。 

  小河 静雄 会員 

   山口 AG ようこそいらっしゃいました。 

   卓話 楽しみにしております。 

   今後ともよろしくお願い致します。 

  鈴木 隆一 会員 

   誕生祝い ありがとうございます。 

  星谷 けい子 会員 

   ロータリー組織、宜しくご教授下さい。 

 

 

≪小話≪小話≪小話≪小話    3333 分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫    

        鈴木 隆一 会員 

   ご趣味のゴルフについてお話下さいました。 

   ゴルフ暦は 5年。 

左利きなのに右用ゴルフセット!! 

偶然コーチになった方は?! 

バンカー!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

        『ガバナー補佐訪問』『ガバナー補佐訪問』『ガバナー補佐訪問』『ガバナー補佐訪問』    

                国際ロータリー第国際ロータリー第国際ロータリー第国際ロータリー第 2780278027802780 地区地区地区地区    

第第第第 3333 グループガバナー補佐グループガバナー補佐グループガバナー補佐グループガバナー補佐    

山口山口山口山口    俊明俊明俊明俊明    様（藤沢東様（藤沢東様（藤沢東様（藤沢東 RCRCRCRC））））    

 

 

 

・ガバナー紹介のビデオ 

・国際ロータリーについて 

・第 2780 地区について 

・クラブについて 

・第 3グループからのお願い 

 

 

ガバナーの自己紹介 ガバナーへのインタビュー 

バックミュージックは、ロータリーソング「手に手

つないで」独奏！ 



 

ガバナーのご趣味は、フルート演奏！ 

「君といつまでも」をご披露！！ 

 

 

 

 

大坪 ガバナー補佐幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会後、ガバナー補佐を囲み、協議会を開催 

 

 

 

 

 

 

本日のお料理 


