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2020 年 4 月 2 日（木） 第２８９１回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 36
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「君が代」 「奉仕の理想」 ◇四つのテスト唱和［石田貴一会員⇒］
◇諸事お祝

◇会長報告

◇委員会報告 雑誌 他

◇幹事報告

◇青少年交換学生・松島蓮君挨拶

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため時間短縮

◎ゲスト・ビジター紹介
高田 修様（東京世田谷ＲＣ）松島 蓮君（2020-2021 年度
青少年交換学生）松島快治様・松島恵様（松島蓮君ご両親）
◎諸事お祝
☆誕生祝
富田桂司君 ・ 大竹孝一君 ３月分：岩澤
あゆみ君 （お米券）
☆結婚記念祝 加藤 寛君 ・ 横山 貢君 ３月分：細井年
春君（なんどき牧場製品）
☆皆出席表彰 ３月分：半田朋子君（７年） ・ 中山冨貴
子君（７年） （皆出席表彰盾）
◎幹事報告
◇国際ロータリーより ＊４月度ロータリーレート １＄＝１０８円
＊ロータリーのオンラインショップは、２０２０年３月を以て終了と
します。
◇ガバナー事務所より ＊ＰＥＴＳ開催の中止
＊２０２０－２１年度青少年交換プログラムについて
◉２０２０
年５月３１日までに、外務省感染危険情報の危険度レベルが
レベル１に回復しない限り、２０２０－２１年度の青少年交換は
中止する。
＊国際ロータリー第２７８０地区ポリオ根絶チャリティーコンサー
ト音楽の花束プログラム
◇現・次年度ガバナー補佐より ＊第１３回会長・幹事会中止
のお知らせ ＊第１回会長・幹事会中止のお知らせ
◇ロータリー米山記念奨学会より 事務局職員の在宅勤務実
施のお知らせ 【実施期間】４/３（金）～４/１７（金）
◇ロータリーの友４月号
◇タウンニュース
◎委員会報告
60 周年記念準備委員会［大箭会長エレクト］：4/23 に開催予
定だった委員会を中止
水嶋地区青少年交換委員：松島蓮君の紹介と今後について
雑誌［水嶋会員］：ロータリーの友４月号注目記事紹介

誕生祝の岩澤あゆみ会員と富田会員

結婚記念祝の加藤会員・横山会員・細井会員
理事会にて 4 月の残る例会は新型コロナウィルス感染防止
の観点からお休みとなりました。東日本大震災の際にも休
会しなかったという歴史のある当クラブですが、例会が平
常通り行われるのはいつになることでしょうか．
．
．

出席報告 徳舛幸丈会員

※4/2 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
高田

石田貴一会員

修様（東京世田谷ＲＣ）東京はコロナウィルスで例会

はほぼ休会です。私は熱・咳・味覚障害ともにございません。
安心して下さい。
澤邑重夫君

高田さん、松島さんようこそ。諸事お祝いのみ

なさまおめでとうございます。来週から例会は休みとなって
しまいますが、また元気にお会いできる日をたのしみにして
おります。
杉本剛昭君

東京世田谷ＲＣ高田様、青少年交換学生松島君

ようこそお越しくださいました。諸事お祝いのみなさまおめ
でとうございます。新年度から改正民放が施行され、約款、
賃貸借、時効などのルールが変わりました。相続法にも変更
があります。みなさまご注意ください。
加藤

寛君 結婚記念祝ありがとうございます。妻に聞いた

ら 46 周年だそうです。まぁよくつきあってくれました。高

修正出席率

１００％

北村公子君 高田様、松島蓮君、御両親様ようこそ。コロ
ナウィルスなかなか収まりません。何かとこまります。何
が起きるかわかりません。すぎるのを待つしかないでしょ
うか。がんばりましょう。
岩澤淑江君 高田様、ようこそいらっしゃいました。松島
蓮君のご一家ようこそいらっしゃいました。この世界情勢
の終息をいのるばかりですね。諸事お祝いの皆様おめでと
うございます。
細井年春君 久しぶりの例会参加になり申し訳ありませ
ん。結婚祝ありがとうございます。コロナ対策で疲れ始め
ましたが、頑張って乗り切りましょう。
永田輝樹君 元気を出していきましょう！
石田貴一君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそいらっしゃ
いませ。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。4/1 よ
り県・市ともあらたな融資制度で対応しております。
［本日 21 件、29,000 円です］

田さんようこそ。
田中賢三君

世田谷ＲＣ高田さん、大歓迎です。松島ファミ

リー、コロナに負けずに頑張って下さい。
大森久巳男君

諸事お祝いの皆様おめでとうございます。青

少年交換学生松島君、頑張って下さい。
和田幸男君

東京世田谷ＲＣ高田さん、青少年交換学生松島

君とご両親ようこそ。諸事お祝いの皆さんおめでとうござい
ます。
杉本行廣君

ご来会の皆さまようこそ。諸事お祝いのご諸兄

左）皆出席表彰の中山
会員 右）青少年交換
学生松島蓮君。たいへ
ん立派な挨拶でした

おめでとう。お互いに健康を維持しましょう。
成田栄二君

東京世田谷ＲＣ高田さん、ようこそ！青少年交

換学生の松島君、御両親ようこそ。諸事お祝いの方々おめで
とうございます。
横山

貢君 東京世田谷ＲＣ高田様、青少年交換学生松島蓮

◎例会変更

君、ご両親ようこそ。本日結婚祝ありがとうございます。コ

☆茅ヶ崎湘南

ロナウィルスあらゆる角度から大変ですが、乗り切りましょ

（ｄ）項（３）による）

う。

☆茅ヶ崎中央

中山冨貴子君

東京世田谷ＲＣ高田様、青少年交換学生松島

◉４/１（水） ◉４/８（水） 休会 （定款第７条第１節
◉４/７（火） ◉４/１４（火） ◉４/２１（火） ◉４/２８（火）

休会 （同上）

蓮君、ご両親ようこそお越しくださいました。諸事お祝いの

☆藤沢

皆様おめでとうございます。私も皆出席表彰ありがとうござ

５/６（水） 休会 （祝日のため）

います。

☆藤沢南

大箭剛久君

理事会で４月の残りの例会は中止と決まりま

◉４/１（水） ◉４/８（水） 休会 （同上）

◉４/６（月） ◉４/１３（月） ◉４/２０（月） ◉４/２７（月）

いずれも 休会

した。他の国では火炎放射器持った警官が取り締まるご時世

☆藤沢北

ですので、やむを得ないでしょうか．．．。♪さよならロータ

（ｄ）項（３）による）

リアン、また会う日まで。

移動例会 （状況による）

水嶋

則による） ※事務局は月曜日のみ出勤

聡君 皆様に幸有れ！

富田桂司君

高田様、松島君ご一家ようこそいらっしゃいま

◉４月の全例会を休会

☆藤沢北西
☆平塚西

いウィルス騒動の真っただ中ですが、安全第一でロータリー

（ｄ）項（３）による）
より）
☆綾瀬

項（３）による）

◉４/８（水） ◉４/２９（水） 休会 （クラブ定款に

◉４/７（火） ◉４/１４（火） 休会 （定款第７条第１節（ｄ）

お祝いの皆様おめでとうございます。

☆綾瀬春日

橋本正一君

（ｄ）項（３）による）

祝いの皆さんおめでとうございます。

◉５/２９（金） 休会 （細

◉４/２２（水）の例会は時短にて開催

木村信一君

ゲスト・ビジターの皆さんこんにちは。諸事お

◉５/１５（金）

◉５/８（金）

◉４/１（水） ◉４/１５（水） 休会 （定款第７条第１節

ウォーキング例会出席と計量報告は自粛とさせて頂きます。
高田様、松島家の皆様いらっしゃいませ。諸事

（定款第７条第１節

◉５/１（金） 休会 （祝日のため）

◉４月の全例会を休会

せ。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。終りの見えな
ライフを楽しみましょう。Let’s End Corona! 尚、騒動中の

◉４/２９（水） ◉

◉４/８（水） ◉４/１５（水） 休会 （定款第７条第１節

