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♦会長挨拶 

皆様こんにちは。 

本当にお久しぶりで皆様にこうしてお目にか

かることができて本当に嬉しいです！ 

先ほど、小倉会員がこの会場に入っていらっし

ゃるなり、「みんな生きてた～？？」とお声がけ

いただきました。まさにそんな気持ちで約 3 か

月ぶりに皆様とこうして例会を開催させてい

ただくことができました。有難うございます。 

本日は国際ロータリー第 2780 地区 田島ガバ

ナーの公式訪問をお迎えいたします。 

田島ガバナー、藤沢南ロータリークラブへよう 

こそ！そして椋梨ガバナー補佐、本日もありが 

とうございます。 

 

 

残念ながら通常の例会場となっております車

屋さんが 10 月いっぱいは団体の集会を行えな

いということで、本日はこちらのガバナー事務

所がございます相澤ビルをお借りいたしまし

た。皆様のお席にご用意しております綺麗な赤

い包みは、本日のお弁当、藤沢南ロータリーク

ラブの会員の吉田さんのヨンドンさんから美

味しい焼肉のお弁当をご準備いただきました。

どうぞご堪能くださいませ。 

田島ガバナーは私にとって「END PORIO 

NOW」のまさにリーダーでございます。田島ガ

バナーは 2014 年から 7 年間にわたりインドで

のポリオの生ワクチンの投与の活動に参加さ

れていらっしゃいます。 

昨日、10 月 24 日は世界ポリオデーとして、世

界中でポリオ撲滅のための様々な催しが一斉

に行われておりまして、当 2780 地区でも「ポ

リオ撲滅世界サミット in 2780」 

としてインドと生中継でポリオの現状を伝え

るという画期的な会議がおこなわれました。実

は丁度、１年前の 10 月 24 日、世界ポリオデー

の当日に藤沢南ロータリークラブの 40 周年の

祝賀会を行わせていただいておりました。1 年

前も、また本日もポリオ撲滅のための募金にご

協力いただき、本当にありがとうございます。 

本日は田島ガバナーに、インドでの活動のなど

も含めまして、地区の方針などをお話いただき、

会員の皆様とともにより良いクラブを創るた

めに勉強させていただきたいと存じます。 

本日も何卒よろしくお願い申し上げます。 

例会日■2021 年 10 月 25 日(月) 会場■相澤ビル 6F 会議室  

開会点鐘■12：30～13：30、懇談会 13：30～14：30 

■http://www.fujisawaminami-rc.com■E-mail：f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp 

事務局：藤沢市辻堂２-９-１横浜銀行辻堂支店内 TEL・FAX：0466-34-8949 

藤沢南ロータリークラブ 

 

  
           

プログラム 

開会点鐘 ·········· 新井会長 

四つのテスト         芝幹事 

1. 真実か どうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4. みんなのためになるか どうか 

ロータリーソング      

 奉仕の理想 

 藤沢南 R の歌   ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ羽原会員 

会長挨拶 ·········· 新井会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：田島透ガバナー、椋梨ガバナー補佐、  

閉会点鐘 ·········· 新井会長 

http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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♦来賓ビジター 

田島透がバナー様（ふじさわ湘南 RC） 

椋梨兼彰ガバナー補佐様（藤沢 RC） 

◆本日のプログラム 

10 月 25 日（月）例会（相澤ビルにて） 

本日は、田島ガバナー、椋梨 AG をお迎えし

久しぶりに顔を合わせるリアル例会となりま

した。 

   
田島ガバナーより、今年度の地区方針策定の

経緯などについてご説明を頂きました。 

主要なテーマである会員増強について、会員

数や女性比率、増強の状況など、グラフを用

いてとても分かり易く教えて頂きました。 

例会後には、コロナ禍で違いの現れた各クラ

ブの例会の在り方についての見解や、アフタ

ーコロナに向け今後の活動の仕方、インドで

のポリオ接種体験談、ガバナーになった経

緯、ガバナーになるべき人とは・・・など、

会員からの質問にお答えいただきました。 

いずづれも大変分かり易く、皆さん興味深く

聞いていました。 

田島ガバナー、椋梨ＧＭ、本日はありがとう

ございました。 

・委員会より報告 

来週より、車やで例会が再開します。 

本日のポリオ寄附金は、63,000 円でした。 

   

 

   

   

   

https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044144379555/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044144379555/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044294379540/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
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♦次週プログラム 

11月 1日(月)卓話：中谷知(明様(理学療法士) 様 

       松長会員のご紹介 

ﾃｰﾏ：リハビリの本質‐心身機能は

いつまで改善するか‐ 

 

♦出席報 

 

 

♦世界ポリオデー  

10 月 24 日(日)辻堂駅 地区主催のポリオデ

ー募金 

永松 AGE と新井会長です。 

 

    

    

 

 

♦他クラブ例会変更及び 

大和 RC 11/2(火) 取止例会(祝日週) 

11/23(火)祝日休会 

    12/14(火)振替例会⇒ 

12/12(日)家族会に振替 

    12/28(火)取止例会 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席義務者 出席免除者 出席者 暫定出席率 前々回出席率 

３９名 ３６名 ３名 23 名(免 2 名含) ６０・５２％ ６３・１６ 

本日欠席者 大和田君、川島君、陣内君、関根君、瀬戸君、髙岡君、高科君、沼野井君、 

馬場君、松尾君、村井さん、森君、森井君、山田君、吉田君、   

https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044031046233/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044031046233/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044031046233/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044031046233/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044031046233/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044031046233/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044031046233/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044031046233/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044144379555/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/fujisawamrc/photos/pcb.4957037771046859/4957044031046233/?__cft__%5b0%5d=AZUAhKsYc8Jghf5OVDa4bVK2JAZgS4sYxyDdS7063RvUD83xgQFBybxHhq8ilIf_RVbjzuHN6nD12NzNfTuexdzn63pt9IGGVQESP-vgXaavBhPB2ZI0x7VX590zmSOmxu9iMaRgFepsxSvkF575eyEY&__tn__=*bH-R
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第 2780 地区田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ様、椋梨ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様 

藤沢南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様、本日ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問、よ

ろしくお願い致します。 

新井会長 

田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ、椋梨ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、本日は藤沢南ﾛｰﾀﾘ

ｰｸﾗﾌﾞへようこそ。よろしくお願い申し上げます。 

芝幹事 

田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ様。卓話よろしくお願い致します。 

本日は楽しみにしています。椋梨ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様、

ようこそ。いつも有難うございます。 

相原君、森井君 

田島ガバナー、本日はありがとうございます。 

いろいろ想い出します。感動いたしています。 

椋梨 AG、本日もよろしくお願いいたします。 

青木君 

田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ 1 年間ご指導宜しくお願い致します。 

阿部君 

田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ様、椋梨ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様、今日のｶﾞﾊﾞﾅｰ

公式訪問、ご指導を宜しくお願い致します。 

私は所用があり、地区出向者懇談会の途中 12 時

すぎに失礼致します。 

入澤さん 

田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ様、ようこそ。 

大澤君 

お世話になります。 

小倉さん 

お久しぶりです。皆様生きていて何よりです！ 

木本君 

お世話になります。 

田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ、椋梨 AG 様、お忙しい中ありがとう

ございます。本日は宜しくお願い致します。 

倉田君 

田島様、卓話よろしくお願い致します。 

後藤君 

田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ、椋梨 AG、本日はありがとうござい

ます。 

 

竹内さん 

田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ、椋梨 AG 様、ようこそ。 

久しぶりに例会ができる事うれしくおもいます。 

本日は皆様 END ﾎﾟﾘｵ募金にご協力頂きありが

とうございます。 

中川君 

お世話になります。 

永松君 

田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ、椋梨 AG、本日はありがとうござい

ます。 

長谷川君 

皆様、おひさしぶりでございます。これから毎週

開催されることを願います。又、今月 22 日結婚

お祝いいただきありがとうございます。 

羽原さん 

田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ,1年間ご指導宜しくお願い致します。 

深井君 

お世話になります。 

松長さん 

田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ、椋梨 AG、本日はありがとうござい

ます。9 月の母の葬儀の際には、皆様、本当に有

難うございました。 

安田君 

久しぶりのﾘｱﾙな例会。ｶﾞﾊﾞﾅｰも迎えてﾃﾝｼｮﾝが上

がります。田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ、卓話楽しみにしています。

よろしくお願いします。 

山根君 

お世話になります。 

湯浅君 

田島ｶﾞﾊﾞﾅｰ、椋梨 AG、ようこそおいでください

ました。久しぶりの対面例会です。 

みなさまお元気で何よりです。 

来月から車屋でまた元気でやりましょう。 

  

スマイル BOX 本日￥25,000.⁻累計￥714,016.- 


