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◇プログラム ・8月6日：大藤勉さん、理事会・8月13日：休会・8月20日：フォーラム・8月27日：休会
◇出席報告

例

会

会員数 出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者（４名 )

２４９７回 16(14)

10

71.43％

－

－

原、太田、田中、鈴木さん

２４９５回 16(13)

８

61.54％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名 )

◇おめでとうございます

◇会長報告

新宅文雄会長

結婚記念日祝：桜川誠さん(7/31)

＃、 昨日新型コロナウイルス感染者 が1000人を超え
ました。累計35549人（死者1023人）。世界では感
染者1674万人、（死者66万人）だそうです。感染し
ますと2~3％の方が亡くなっています。お互いに気
をつけましょう。
＃、 本日は直前会長幹事の慰労会 です。石山会長、
桜川幹事ともにお忙しい中よく頑張ってくれました。
終わってみれば、素晴らしい実績を残した年度とな
っております。有難うございました。今後ともご指
導下さいます様よろしくお願い致します。
＃、 直前会長幹事慰労会進行は親睦委員の百瀬さん
にすべてを仕切って頂きます。気持ちよく受けて頂
き大変有難く思っております。皆で協力しながら楽

1998年(平成10年)に結婚しましたので、22年にな

しくやって行きたいと思います。

ります。この年に横浜ベイスターズが優勝、又横浜
高校が甲子園で優勝し、横浜フィーバーの年でした。 ＃、 地区から連絡
お祝い有り難うございました。

1、「 豪雨による九州被害地への義援金協力依頼」
： 寄付の目安として1人1000円程度。8月7日（金）

◇出席報告

布川史明さん

までに送金下さい。任意のお願で強制では有りませ
ん。九州の2地区（2720、2700、）へ、姉妹クラブ
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等直

接支援される場合はそちらを優先して下さい。 います。

＝ 寄付金はクラブのスマイルから16000円捻出し、
地区の指定口座へ振込みに決定。
2、「2021ｰ2022年度第2780地区奨学金募集内容の変
更」
A、 ロータリー財団奨学生 （グローバル補助金）
は 3名を募集 する。
B、 第2780地区奨学生 （地区補助金）2020ｰ21年度
は 1年延期し、 2021ｰ22の募集は中止する。
＃、 クラブ活動計画書早期作成の為、原稿提出のご
協力をお願い致します。

◇幹事報告

大藤勉幹事

1． 地区米山奨学セミナー とカウンセラー研修会：
クラブ米山委員長、カウンセラー対象
日

時：8月22日(土)15:00~17:00

場

所：藤沢商工会議所

2．ロータリーの友手引き書：
・世界のロータリーの機関雑誌はＲＩ発行のThe Ro
tarianに加え世界で30誌以上発行
・ロータリーの友の創刊、変遷、編集方針
・投稿のお願い
・友に投稿記事が掲載されるコツ
・友電子版、友Facebook
・広告募集等について簡潔に説明しています。

◇委員会報告：
☆スマイルボックス

瀬戸亨一委員

（1）新奉仕活動提案：

・河本親秀さん ：石山直前会長、桜川直前幹事、昨

「ＯＫＪ」プログラムを大磯の子供たちに体験させ

年度はご苦労様でした。今日は大いに楽しんで下さ

たい。

い。桜川さん結婚記念日おめでとうございます。お

OKJは、運動を通じて 家族の元気な心と身体を育む

幸せに。

プログラムの開発と普及、および指導者の育成に取

・布川史明さん ：桜川さん、結婚記念日おめでとう

り組んでいる団体です。コロナで休校や遊びもまま

ございます。石山さん、桜川さん1年間おつかれさ

ならない子供たちを元気つける事や運動を通じてマ

までした。今年度もよろしくお願いいたします。

ナーや挨拶、友達への思いやりの心を育む事を目指

・守屋紀忠さん ：前会長石山さん、幹事桜川さん1

します。実施に当たっては「ＯＫＪ」代表者を招い

年間ご苦労さまでした。桜川さん結婚記念日おめで

て行います。クラブは場所＝学校か民間の体育館＝

とうございます。

の提供が必要です。8月末までは小中学校の施設使

・百瀬恵美子さん ：石山さん、桜川さん1年間おつ

用は禁じられており、9月も現在の状況では難しい

かれ様でした。これからも宜しくお願いします。

かも知れませんが…。。
「ＯＫＪ」ホームページより抜粋

・新宅文雄さん ：直前会長、幹事お疲れ様でした。
桜川さん結婚記念日おめでとうございます。本日は

子どもの心と体の発達≫

百瀬さんよろしくお願い致します。

役≫ ≪育児中のパパ＆ママへの勇気づけ・自己
啓発≫

・瀬戸亨一さん ：桜川さん結婚記念日おめでとうご
ざいます。石山さん前期会長お疲れ様でした。
・石山智司さん ：今日は私達直前会長・幹事慰労会
を催して頂き有り難うございます。どうぞ宜しくお
願い致します。桜川さん結婚記念日おめでとうござ

≪親子両者が人生の主

・運動を通じてマナーや挨拶、友達への思いや
りの心も育んでいきます。
・子ども達の人格を十分尊重した態度での指導、
子どもの心身の発達を支援していきます。
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・その年齢の子ども達に身に付けて欲しい、適

例会終了点鐘：新宅会長

切な運動ブログラムを行います。

直前会長、幹事慰労会

・学習目的を明確にし、思春期前期までに必要
な体力作りを行います。・パパやママのクオリ

司会進行

百瀬親睦委員長

ティオブライフ（ＱＯＬ）を高める身体づくり
を行います。
ＯＫＪは、家族の笑顔 ＆ 元気の応援団です。
新宅会長：
前回の例会で鈴木美乃さんから提案のあった
町舎前の樹木の下に花を植える件について町へ行き
話をしたところ、色んな団体から問い合わせがある
が現在は町の職員が担当してやっているとの事。ク
ラブの看板は上げられそうにないので、話だけで帰
ってきました。
百瀬さん ：以前は議員がやっていた事もあるが、議
員がやると寄付行為になるので止めた。
新宅会長 ：守屋さん提案の出前教室、工作教室につ

乾杯挨拶：河本さん

いてはまだ話をしに行っていません。
守屋さん :工作教室についても場所が必要だ。
(2)ウエブ会議実験：

前年度は日本の歴史的大事件コロナウィルス感染
症が発生、蔓延し、2月以降は例会は中止になり、
皆さん辛い思いをされたと思います。私、つくずく
感じたのですが、人と会う事が自分の元気の源とな
っていたのが会えなくなりどこか寂しい、頼りない
鬱々とした日を過ごしていました。その中で会長、
幹事さんが苦労しながらクラブ運営の舵取りに苦心

ZOOMを使ってＮ

されました。お二人ともロータリーには余り慣れて

ＰＯ法人コンフ

おられない方ですのでご苦労が多かったと思います。

ロントワールド

それも6月で終わりました、これからは又一ロータ

荒井昭則代表と

リアンとしてロータリーを楽しんで頂きたいと思い

オンライン会議

ます。本当に1年間お疲れ様でした。今日は百瀬さ

実演：
荒井代表宅と例会場とオンラインで繋ぎ、荒井代表

んが色々楽しい企画をして頂いています｡充分楽し

からウガンダの現況を聞く事が出来ました。

んで下さい。

注：後刻荒井代表から現況報告の写真を送って頂い

石山直前会長、桜川直前幹事

たので次回例会にて報告します。

お疲れ様でした！！
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乾杯！！

石山直前会長挨拶 ：

記念品贈呈：
石山直前会長、桜川直前幹事に新宅会長、大藤幹事

本日は自分と桜川さんの慰労会をやって頂いて有り

より百瀬さんが選んだおしゃれな「夏用バッグ」が

難うございます。これからもっともっとコロナがひ

贈呈されました。

どくなると思います。一人ひとり気をつけて生活し
て頂きたいと思います。本日はどうも有り難うござ
いました。
桜川直前幹事挨拶 ：

会食・歓談、百瀬親睦委員長準備のBINGOゲームで
大いに盛り上がりました 。
今日はどうも有り難うございました。コロナの影響
閉会挨拶：百瀬親

で2月以降活動が出来なくなって、地区協議会のあ

睦委員長

と平塚ＲＣと合同例会の予定がありましたが全部没

8時頃に終わる

になってしまって、ホップ・ステップ・ジャンプの

のかなと思ってい

ホップくらいで終わってしまいました。今後頑張っ

ましたが、話が盛

て行きたいと思います｡有り難うございました。＜

り上がって9時の1

拍手＞もう1年やるか!?(^0^)

0分前になり まし
た。大変楽しい時

布川ＳＡＡ：

を過ごす事が出来

”一丁締め”で

ました。石山さん、

お開き

桜川さん1年 間本
当に有り難うござ
いました。新宅さ
ん、大藤さんよろしくお願いします。今日は有り難
うございました

＜拍手＞
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20時50分終了

