
 

■創 立 ／ 昭和 29 年 6月 3日                ■第 66 代  会長 ／ 藤田 浩二   幹事 ／ 吉野 貴美 
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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.20  第 3185 例会    ２０１９年  １２月 ４日     天候 晴れ 

    

国歌「君が代」 

ロータリーソング「我らの生業」 

四つのテスト      小澤 智幸 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≫    

        ゲスト：三村 浩一 様 

（みずほ証券藤沢支店長/新会員候補） 

                                    

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・本日は、年次総会を開催させていただきます。 

 ・2020－23 年度のガバナーノミニーが確定いたしま 

  したので、報告いたします。 

津久井中央 RCの佐藤祐一郎様です。 

 ・ロータリーの友、お持ちかえりください。 

 ・本日、会員選考委員会のご面談にお越しいただい 

  た三村様、ようこそお越し下さいました。楽しん 

  で行ってください。 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・先日、藤沢市民病院に会長とお邪魔して、クラブ

として奉仕活動ができないかご提案に伺いまし 

 

  た。クラブについてお話することによって、活動 

  の再確認し、緊張しましたがよい経験をさせてい 

  ただきました。社会奉仕活動が一つでも多くでき 

  る足掛かりになればよいと思っています。 

 ・各委員会委員長あてに上半期活動報告書の提出を    

  お願いいたしました。12月 25 日締め切りです。 

  よろしくお願いいたします。 

 

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・大小原 クラブ研修リーダー 

  来週 12 月 11 日、いよいよ移動例会です。 

  集合時間 9時 45 分藤沢駅南口オーパ前です。 

  出発 10 時です。藤沢帰着 18 時を予定しており 

  ます。夜間例会は、「たじま」さんです。 

  もう一点、本日深夜 0 時、椋梨会員がカンボジア 

医療奉仕のに出発されます大量の物資を持って、 

  行かれます。椋梨先生、お会いに怪我をなさって 

  いることもありますので、吉野幹事と大小原で 

  お手伝いで、羽田までお見送りに参ります。お見 

  送り希望の方お声がけください。8 出発予定です。 

 

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 

１０月２３日 ４４（４３）名 ２５名 １８名 ５８．１４％ １名 ２６名 ６０．４７％ 

１１月１３日 ４４(４３)名 ３１名 １２名 ７２．０９％ 

   

2019-2020 年度 

藤沢ロータリークラブ週報 
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第 2780 地区 

ガバナー   杉岡 芳樹 

第 3 グループガバナー補佐 渡邊 昭 



 ・椋梨 会員 

  昨年に続き、大阪マラソンで足を怪我してしまい、 

  20ｋｍで止まってしまいました。1週間たって具

合はよくなりましたが、カンボジアのハーフマラ

ソンは諦め、10ｋｍ歩いて来ようと思います。 

        今回、皆様にいただいた支援で歯ブラシを補充し

ます。他にも現地の施設が、筆箱を希望していま

すので、筆箱を購入して持っていきます。荷物の 

  重量は 120 ㎏になりました。活動を始めて 7年目

になりますが、「できる人が、できる時に、でき

るだけ長く」の気持ちで、これからもやってきた

いと思います。これからもご支援、よろしくお願

いいたします。 

    

    

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

        会員誕生日 12 月 13 日 大小原 徹 会員 

        12 月 13 日 吉川 栄紀 会員 

 

 

大小原会員、吉川会員は、同じ 12月 13日生まれです。 

毎年ご一緒のお二人！！ 

 

  結婚記念日 12 月 8日  田中 正明 会員 

        12 月 12 日  岩崎 智子 会員 

 

 

 

 

 

地区大会 長寿会員のお祝い 泉 信子 会員 

 

 地区大会でご披露できなった長寿会員のお祝いを 

 させていただきました。お休みの間、例会出席なさ

ることが、励みになったとお話しくださいました。 

泉会員、早くお怪我が全快なさいますように！！ 



 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

 藤田 浩二 会長 

  三村様ようこそ。 

  吉藤さん、本日の卓話宜しくお願いします。 

  楽しみにしています！！ 

 今井 重信 会員 

  本日以後、当分の間所用にて出席できません。 

  少し早いですが「皆さん、よいお年を！！」 

 泉 信子 会員 

  三村浩一様、ようこそいらっしゃいました。 

  永い間のお休み失礼いたしました。長寿のお祝い 

  ありがとうございました。 

 田中 正明 会員 

  結婚記念のお祝い有り難うございました。 

  50 年の歳月お陰様で幸せな家庭生活でした。これ 

からも続けていけたら幸いです。 

 椋梨 兼彰 会員 

  本日からカンボジアに行ってきます。 

皆様ご支援ありがとうございます。 

大小原 徹 会員 

  お誕生日のお祝いありがとうございました。健康

に産み、育ててくれた両親に感謝です。 

吉川 栄紀 会員 

 誕生日祝いありがとうございます。 

57 才になりました。 

寒き折みなさんもインフルエンザにお気を付け

下さい。 

反田 純正 会員 

 吉藤さん イニシエーションスピーチ頑張って 

下さい。 

  三村さん ようこそ！！ 

 吉藤 清誉 会員 

  遅くなりましたが、本日イニシエーションスピー

チさせていただきます。 

  よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

≪年次総会≫≪年次総会≫≪年次総会≫≪年次総会≫        

   会員総数 44 名（内出席義務人数 43名） 

      出席者  31 名  委任状 6名 

      出席率  72.09%  年次総会成立 

① 2020-21 年度 理事役員選出 承認 

会長エレクト  野口 捷代 会員 

副会長     田中 正明 会員 

幹事      小河 静雄 会員 

   会長エレクト  吉川 栄紀 会員 

   副幹事     廣島 純  会員 

   理事（直前会長）藤田 浩二 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      川上 彰久 会員 

     理事      大小原 徹 会員 

     理事      吉野 貴美 会員 

     理事      大貫 美則 会員 

     SAA(役員)    小澤 智幸 会員 

     会計（役員）  鈴木 隆一 会員 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



② 前年度財務報告と現年度の収入と支出を含む中

間報告 

国際ロータリー規定審議会 19－24 により、本年

度より収支報告が義務付けられました。 

    藤田会長よりご報告  

   詳細は事務局にお問い合わせください。 

  

 

≪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≫    

  田島 義隆 会員 

 

昨今話題になっている「桜を見る会」に 7 年程前、招

待されたことがありました。ちょうどインフルエンザ

にかかっており出席できなかったのですが、天気が悪

かったそうです。今年は、園遊会が即位の礼があると

いうことでありませんでした。園遊会には、チャンス

があれば、行ってみたいと思います。 

10 月より消費税があがり、軽減税率 8%と 10%というこ

とで、私の仕事をする業界、お酒、飲食業、調味料に

は、8％と 10%が混在しています。仕入れも売り上げも 

8％と 10%を分けなくてはなりません。10 月 1 か月過

ぎで、損益のデータを出しました。9 月までと 10月以

降のものを分けなくてはいけませんし、後処理、決算

に向けての処理が現実進んでおりません。 

日本では申告納税制で民間企業が計算して、納税して

います。税務署の仕事は、チェックです。税務上のル

ールを決めるにあたって、シンプルなものにしてほし

いと考えます。働き方改革もそうです。立法の方で、 

皆さんに受けがいいように作られているように見え

ますが､うのみにするわけにはいかないのです。そう

いうことも含め、今後の課題なのではないでしょうか。 

最近感じていることです。 

    

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

 『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』    

    SMBCSMBCSMBCSMBC 日興証券㈱藤沢支店日興証券㈱藤沢支店日興証券㈱藤沢支店日興証券㈱藤沢支店    

    支店長支店長支店長支店長    吉藤吉藤吉藤吉藤    清誉清誉清誉清誉    会員会員会員会員    

    

SMBC 日興証券藤沢支店 支店長の吉藤清誉と申しま

す。 

生まれは奈良県御所市、関西で育ち、関西学院商学部

を卒業して、SMBC 日興証券（当時：日興証券）に入

社し、入社から13 年間、関西地区支店（大津、阿倍

野、堺）に勤務してきました。その後、転勤で初めて

関東の横浜駅前支店（現：横浜支店）に赴任し横浜で

自宅を購入しました。横浜駅前支店の営業課長時代に

リーマンショックを経験しましたが、その後まもなく

岐阜支店に異動し、岐阜を皮切りに小金井、神戸、錦

糸町と長らく単身赴任生活をし、2019 年春より藤沢

支店の支店長として着任し、８年半の単身赴任生活に

別れを告げ、久しぶりに家族と過ごす生活を送ってい

ます。 

ロータリークラブにおいては、小金井支店長時代に小

金井ロータリークラブ、錦糸町支店長時代に向島ロー

タリークラブでお世話になりました。 

趣味は、岐阜に単身赴任しているときに、本格的には

じめたゴルフです。年間30～40 ラウンドしています

が、一向に上達しません（笑）。 

食べ物の好き嫌いが多く、特に瓜系（きゅうり、ゴー

ヤ）は大の苦手です。しかし、人の好き嫌いはほとん

どありません。（笑） 

地元の奈良県はご存知の通り日本を代表する観光地

であり、奈良公園、東大寺、法隆寺等、高松塚古墳、

吉野三千本桜等インバウンドの要となっています。 

また、奈良県出身の有名人といえば、明石家さんま。 

多くのプロ野球選手も輩出しており、三浦大輔選手



（元横浜Dena）、駒田徳広選手（元巨人→横浜Dena）、

吉村貞章選手（元巨人） 

 

関西には難読地名が多く存在します。 

【大阪】中百舌鳥（なかもず） 

杭全（くまた） 放出（はなてん） 

立売堀（いたちぼり） 

喜連瓜破（きれうりわり） 

【奈良】京終（きょうばて）            

杏町（からももちょう） 斑鳩（いかるが）

薑（はじかみ） 

【京都】不明門通（あけずどおり）など 

 

久しぶりのなれない、家族との生活ですが、自宅から

の勤務を仕事の活力に繋げていきたいと思っていま

す。 

 

 

 

藤田会長より 謝辞 

 

 

本日のお料理 

 

 

 

エントランスホールの花  

クリスマスっぽくなりました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


