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2020 年 3 月 12 日（木） 第２８８９回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 34
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「我等の生業」 「覇気あれ我クラブ」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇米山奨学生チン・フュ・トゥン君挨拶

◇委員会報告 地区財団委員会

※新型コロナウィルス感染拡大に伴い時間短縮

◎ゲスト・ビジター紹介
チン・フュ・トゥン君（米山奨学生）
◎表彰
☆マルチプル・ポール･ハリス･フェロー６回目
杉本行廣君（ＰＨＦピン+６ 授与）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊２０２０年 ＰＥＴＳ/地区研修・協議会について （３/５
現在における開催について）
１．ＰＥＴＳ（クラブ会長エレクトセミナー） ３/１０（火） ⇒
延期 ⇒ ４/２９（水/祝） １０：００点鐘
◉懇親会は中止の予定
２．地区研修・協議会 ４/１９（日） ⇒ ５/１７（日） １
２：３０点鐘 ◉懇親会は割愛 ◉登録料：７，０００円
◉登録締切：４/１６ ◉出席者の登録と役職に応じた分
科会への登録は引き続きお願いします。
＊２０１８－１９年度 財団寄付クラブ表彰の件 ※表彰
式 登壇者（３名）連絡締切：４/１０（金）
＊神奈川県ロータリアン親睦テニス会（４/１４（火）に予
定） 中止のお知らせ
◇ロータリー米山奨学会より
＊米山奨学生 チン フュ トゥン君 ２月度レポート
＊新型コロナウィルス関連に伴う特別対応について
◇タウンニュース
◎委員会報告
田中地区財団委員長：4/5 に開催予定であったポリオ根
絶チャリティーコンサートは 6/25 に延期となりました

米山奨学生トゥン君はこの 3 月で卒業。
4 月からは三重県で働くとのこと

左）委員会報告の田中会員、ソングリーダー大竹会員 右）マル
チプル・ポール・ハリス・フェロー6 回目表彰の杉本行廣会員

出席報告 徳舛幸丈会員

※3 月の例会出席率は特例で「出席者＝計算会員数」にて計算されています
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スマイル報告 木村信一会員
澤邑重夫君 トゥン君ようこそ。就職してもがんばっ
て下さいね。今日もたくさんの例会出席ありがとうご
ざいます。
杉本剛昭君 トゥンくんようこそ！就職してからも体
を大事にして頑張ってくださいね。困ったことがあっ
たらいつでも相談してください。そして、また茅ヶ崎
RC にも是非遊びに来てください。歓迎します！
小澤雅彦君 伊藤和明会員が準備してくださっている
ゴルフコンペ、とても楽しみにしていたのですが、ど
うしても外せない予定が入ってしまい、欠席となって
しまいました。本日はおわびの気持ちを込めてスマイ
ルいたします。
田中賢三君 感染していない幸せを感じ、スマイルし
ます。北村スマイルさん、ご苦労様です。米山のチン
さん、感染しないように気をつけて下さい。
杉田祐一君 杉本先生、マルチプル・ポール・ハリス・
フェローおめでとうございます。トゥン君、三重での
ご活躍をお祈りしています。また遊びに来て下さい！
水嶋 聡君 新コロナウィルスなんかに負けない体と
心を！気を確かに！皆様に幸有れ！
富田桂司君 トゥン君ようこそ。マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー杉本先生おめでとうございます！東
日本大震災から昨日で 9 年を迎えました。娘の出産予
定日に電気の消えた病院で、粉ミルクは手に入らず、
余震や水道水汚染が報道されるなど、当時のことを思
い出していました。娘は来月 9 歳となります。まだま
だかわいいですね
木村邦佑君 楽しいことをすると NK（ナチュラルキ
ラー）細胞なるものが活発になり、ウィルスを撃退す
るそうです。お酒を飲むと楽しい気持ちになるので、
毎日飲んでます。
安武 勝君 チン・フュ・トゥン君いらっしゃい。マ
スクのおかげでコロナというより花粉症が軽くなって
良かったです。
熊澤孝之君 杉本さん、マルチプル・ポール・ハリス・
フェロー6 回目おめでとうございます。チン・フュ・
トゥン君ようこそ。ご出席の皆様、お身体ご自愛くだ
さい。
大箭剛久君 コロナのパンデミック宣言で、いよいよ
深刻化してきました。一日も早く平常に戻って、濃厚
接触できるよう祈っています。
北村公子君 トゥン君今日が最後ですね。これからの
活躍期待します。コロナウィルス早く終息してほしい
です。がんばりましょう。ホワイトデーのお品ありが
とうございます。
永田輝樹君 トゥンさん、これから頑張って下さい。
共に進んでいきましょう！

修正出席率

９０．０％

中山冨貴子君 コロナウィルスに世界が振り回され
る春となりました。チン・フュ・トゥン君、これから
も頑張って下さい。ホワイトデーのおくりものをあ
りがとうございます。
木村信一君 トゥン君いらっしゃいませ。お仕事ガ
ンバッてね。杉本行廣様、おめでとうございます。
［本日 15 件、20,000 円です］

3 月 19 日、この日はもともと横山会員経営のなんどき牧場
で会員増強・維持委員会が開催される予定でしたが、コロナ
騒動で延期。雰囲気を盛り上げようと有志で集まりました。
［写真提供：水嶋会員］

◎例会変更
☆茅ヶ崎中央
款 第７条

◉３/１０（火）

会合

休会

（標準ＲＣ定

ｄ-（３） 取消。）◉３/１７（火）

休会 （標準ＲＣ定款 第７条

会合

ｄ-（３）取消。）

◉３/２４（火） 休会 （標準ＲＣ定款 第７条

会合

ｄ-（３） 取消。
）
※４月以降の例会については追ってお知らせします。
☆藤

沢

款 第７条

◉３/１８（水）
会合

休会

（標準ＲＣ定

ｄ-（３） 取消。）◉３/２５（水）

休会 （標準ＲＣ定款 第７条

会合

ｄ-（３）取消。）

※４月以降の例会については追ってお知らせします。
☆藤沢北
款 第７条
休会

◉３/１３（金）
会合

（標準ＲＣ定

ｄ-（３） 取消。）◉３/２０（金）

（祝日休会）

ＲＣ定款 第７条

休会

◉３/２７（金）

会合

休会

（標準

ｄ-（３） 取消。
）

※４月以降の例会については追ってお知らせします。
☆綾瀬春日
定款 第７条

◉３/１１（水）
会合

休会

（標準ＲＣ

ｄ-（３） 取消。）

◉３/１８

（水） 休会 （クラブ定款により） ◉３/２５（水）
休会 （標準ＲＣ定款 第７条

会合

ｄ-（３）取消。）

※４月以降の例会については追ってお知らせします。

