
 

■創 立 ／ 昭和 29 年 6月 3日                ■第 67 代  会長 ／ 野口 捷代   幹事 ／ 小河 静雄 

■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.24    第 3221 例会    ２０２１年   ３月    ３１日     天候 晴れ     

    

ロータリーソング「手に手つないで」 

「四つのテスト」 深谷 大樹 会員 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・年度末のお忙しい中、ご出席ありがとうございま

す。テーブルに配りましたお菓子は、米山奨学生

のキョンさんの韓国のお土産です。ごちそうさま

です。 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・前回もご案内しましたが、会員ご家族のご入園ご

入学、ご卒業のお祝いをうかがっております。事

務局にご連絡お願い致します。 

 ・4 月 7 日の卓話は、大山会員のイニシエーション

スピーチとなっております。お異動で、最後のご

出席回となりますので、ぜひ皆様ご出席ください。 

  お話をうかがう最後の会となります。 

 

 

 

 

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・茂谷 クラブ広報・雑誌委員長 

  ロータリーの友 4 月号が配布されました。 

  我が地区の久保田ガバナーの記事が、17 ページ 

  に掲載されております。ぜひご覧ください。 

 

≪≪≪≪お祝い≫お祝い≫お祝い≫お祝い≫    

  会員誕生日 1 月 1 日 瀧澤 秀俊 会員 

        1 月 30 日 和田 庄治 会員 

        3 月 2 日 星谷 けい子 会員 

        3 月 23 日 大貫 美則 会員 

        3 月 28 日 下野 多佳子 会員 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

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 

＋〔 〕は Zoom 出席者     

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 

１２月１６日 ４３（４２）名 ２１名 ２１名 ５０．００％ １名 ２２名 ５２．３８％ 

３月３１日 ４３(４２)名 ２０名 ２２名 ４７．６２％ 
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    結婚記念日 1月 24 日 大山 卓司 会員 

       1 月 25 日 大小原 徹 会員 

       3 月 12 日 深谷 大樹 会員 

 

    

ポールハリスフェローのご披露 

  廣島 純 会員 一回目 

（感謝状とポールハリスフェローのピン授与） 

    

    

    

≪≪≪≪スマイル報告≫スマイル報告≫スマイル報告≫スマイル報告≫    

 泉 信子 会員 

  橋本様、お元気でお過ごし下さいませ。 

  他用がありますので、中座いたします。 

 瀧澤 秀俊 会員 

  3 ヶ月遅れですが、誕生日祝いありがとうござい 

ます。 

 和田 庄治 会員 

  本日誕生日のお祝いいただき、ありがとうござい 

ます。1 月 30 日で 73 才になりました。 

 

 

 大子原 徹 会員 

  結婚記念のお祝いを頂きありがとうございまし

た。耐えがたきを耐え、今日をむかえることがで

きました。感無量です。来年で 40回目、もうち

ょっと頑張ろう。 

 下野 多佳子 会員 

   誕生日祝い、ありがとうございます。 

 橋本 憲明 会員 

  お別れ、1年と 9 ケ月の短い期間でしたが、楽し

い想い出をありがとうございました。 

 

 

≪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≫    

  杉原 栄子 会員 

 

 今、私のメインの仕事は市議会議員で、4年任期の 

 2 年が過ぎました。議員あるあるをついていくつか

お話します。 

 地方議会はイギリス方式で、委員会付託ということ

で、ほとんどの案件が委員会に付託されます。 

 常任委委員会が 5つ、さらに特別委員会が 13あり

ます。私は、現在 4 つの委員会に属しています。自

分の委員の時には、議員会議室に入りますが、そう

でない時は控室で放送を聞いて待ちます。控室にい

る時間の方が長い時もあります。一般質問というの

が、一人 60 分いただけて、それ以外は控室で待つ

ことも市会議員の仕事です。会派というのがあり、

現在 6 回はあり、私はふじさわ湘風会におります。 

議会は、6月 9月 12 月 2月の年 4 回あります。通常

2 ヶ月くらいが期間です。休会中何をしているかと

言いますと、次の選挙に向けての活動や、ご相談を

受けたりします。 



市役所 9 階に議場と、会派控室があります。会議が

始まりますと職員さんが廊下に並んで、順番に打ち

合わせをしていきます。職員さんが一列に並んで待

っていらしゃるにが、議員になって一番驚いたこと

です。 

 

 

 ≪橋本会員よりご挨拶≫≪橋本会員よりご挨拶≫≪橋本会員よりご挨拶≫≪橋本会員よりご挨拶≫    

 

藤沢支店の勤務は 2年間でした。 

4 月より日本橋営業日に異動になります。藤沢ロータ

リークラブには、1年 9カ月在籍し、そのうち 3分の

2 はコロナ禍で、短く自粛することが多くありました

が、振り返りますと皆さんに良くしていただき、例会

の他にも、個々にいろいろお付き合いいただき、感謝

しております。ありがとうございました。 

後任は、以前 4年間苦楽を共にした者です。ぜひ、よ

ろしくお願い致します。 

異動先の日本橋営業部は、日本橋三越の隣で、三井本

館になります。日本近代建築の重要文化財です。地下

には、東洋一の貸金庫があり、最近では、半沢直樹の

ロケ地で有名です。 

米山梅吉先生は、日本のロータリーの祖であると共に、 

日本で初めて信託銀行を設立した方です。当時の社長

室が、日本橋営業部に残っていて、私の行きます現在

の部長室がそれにあたります。よくにロータリーの方

が見学にいらっしゃるそうです。人気があって、年に

限られた回数しか予約ができないそうですが、藤沢ロ

ータリークラブの皆さんには優先して、コロナが収ま

りましたら、ぜひご招待したいと思います。 

お世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

 

橋本会員、お世話になりました。 

今後のご活躍をお祈りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キョンさんの韓国 

からのお土産 

ごちそうさまです！ 

 

 

 

本日のお料理 

 

 

 

 

 

 

 


