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◆会長挨拶 外丸会長 

新年明けましておめでと

うございます。 

新年の挨拶も15日が期限

かと思います。 

年末年始と長いお休みで

したが、皆様元気で良か

ったです。1/11 会長幹事

会もありました。 

会員増強で＋3 名が課題

です。 

 

おみくじで＜吉＞が、良い年になりそうです！  

田澤様、丸山様、栗さん、ソルベ君ようこそ。 

森谷会員(ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ)が 12/31 健康上の理由で

退会されました。長い間有難うございました。   

本年もよろしくお願いします。 

♦来賓ビジター紹介 

田澤様（卓話者･青木会員のご紹介） 

丸山道子様（小倉会員のご紹介） 

ソルヴ君（前･青少年交換留学

生･スウェーデン） 

栗芳さん（米山奨学生･中国） 

◆幹事報告           外丸会長 

2/25(日)第 3G、IM ＆ 8RC 合同例会 

    藤沢市民会館、卓話：安倍昭恵様 

    ﾎｽﾄ:ふじさわ湘南 RC 

5/19(土)夜、3 ｸﾗﾌﾞ合同例会、江ノ島ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場 

      ﾎｽﾄ:藤沢西 RC 

地区より日本語講師推薦のお願い。 

◆委員会報告 

 

本年度初の例会です 

恒例のノンアルコールビールで乾杯します。 

 

例会日■2018 年  1 月 15 日（月）会場■隠れ里 車屋 開会点鐘■12：30 

■http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc 

■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 ·········· 外丸会長 

四つのテスト     木本幹事エレクト 

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 

 それでこそＲ 

 藤沢南 RC の歌 

ソングリーダー · 高岡新世代育成委員長 

乾杯            相原会員 

会長挨拶 ·········· 外丸会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：田澤様、ウズベキスタンに学校を 

   青木会員のご紹介  

閉会点鐘 ·········· 外丸会長 
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栗芳さん： 

あけましておめでとうご

ざいます。中国では 2 月 16

日が旧正月です。 

 

月初めなので米山留学生

の栗さんも参加です。 

 

 

以前に交換留学生でお預かりしていたソルベ

君も年末年始に来日しているので、遊びに 

きてくれました。 

♦お祝い発月表 

（会員誕生日）      （配偶者誕生日） 

末木     1 日 

長谷川    1 日   （結婚記念日） 

森井     3 日    芝     5 日 

高科     10 日    森井   22 日 

加藤    15 日 

沼野井   18 日 

相原    28 日 

◆本日のプログラム 

卓話： 田澤様（青木会員のご紹介） 

テーマ：＜ウズベキスタンに学校を＞ 

自転車で大陸横断をした田澤様です。 

ウズベキスタンの学校での日本語教育の事 

などをお話しして下さいました。 

    

    

ソルヴくん： 

皆さん、お久し振りです。 

大学で大好きな日本の文化 

を勉強します。 

 

書初めの「感謝」と 

「ありがとう」はとっても上

手に書けていました。 

夏からは大学生になるそう

です！！ 

♦定例理事会⑦ 

議題 1、3 クラブ合同例会の件 

(藤沢西 RC ﾎｽﾄ) 5/19(土)夜、 

江ノ島ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場 

   2、3/12(月)を 3RC 合同例会に 

予定していた為、夜間例会に 

予定変更。 

   3、その他 防災ベンチの件、 

4 月頃バス旅行の件 

♦他クラブ例会休会及び変更 

綾瀬RC 1/2,9,2/13(火) 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により) 

    2/27(火) 休会(2/24 IM に振替) 

寒川 RC  1/22(月) 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により) 

    29(月) 12:30 点鐘{会員増強推進例会} 

    2/12(月) 休会(振替休日) 

    26(月) 24(土)第 4G合同例会 IM振替 

    14:00 点鐘 於:茅ヶ崎市役所分庁舎ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾙ 

♦次週予定 

1 月 22 日(月) 卓話：深井正道会員 

高科ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 車屋 

♦「4 クラブ合同新会員の集い」がありました。 

1 月 13 日(土)17:30～ 

村井会員、外丸会長、阿部研修リーダー、新井

会員増強が委員長が出席されました。 
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♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

３７名 ３５名 ２名 ２６名(免 1 名含) ７２・２２％ ８１・０８％ 

本日欠席者:加藤君、栗原君、陣内君、末木さん、高宮君、多田君、羽原さん、森君、山田君、吉田君  

メイク＝後藤君、村井さん、 

スマイル BOX 

外丸会長 

田澤様、卓話よろしくお願い致します。 

丸山様、ソルベ様、ようこそ。 

新年明けましておめでとうございます。 

みなさん、本年も宜しくお願いします。 

ソルベ君、久しぶりの日本は楽しんでますか？ 

木本幹事エレクト 

お世話になります。新年おめでとうございます。

田澤様、卓話よろしくお願いいたします。 

リホさん、ソルヴさんようこそ。 

皆様、本年も宜しくお願いします。 

相原君 

今年も健康で RC をエンジョイしましょう。 

新井さん 

田澤様、卓話よろしくお願い致します。 

丸山様、ソルちゃん、栗様、ようこそ。 

本年もよろしくお願いいたします。 

年末、ソルちゃんと日光に旅行しましたら、東照

宮のふもとにロータリー4 つのテストの看板があ

りました。さすがロータリーです。 

入澤さん 

丸山様、田澤様、ソルヴ君、栗さん、ようこそ。 

本年も宜しくお願い致します！ 

小倉さん 

新年おめでとうございます。皆さん楽しい仲間で

す。ロータリー楽しいですヨ！♡ 

川島君 

明けましておめでとうございます。インフルエン

ザが流行っています。気を付けて下さい。 

芝君 

お世話になります。誕生祝、有難うございます。

明けましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願いします。 

高岡君 

お世話になります。大変ごぶさたしています。 

遅くなりましたが昨年、誕生祝ありがとうござい

ます。今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

永松君 

田澤様、卓話よろしくお願い致します。 

ソルベ、栗ちゃん、ようこそ。 

明けましておめでとうございます。 

沼野井君 

本年も宜しくお願い致します。 

又、誕生祝、ありがとうございます。 

長谷川君 

明けましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願い致します。誕生祝、ありがと

うございました。ソルベ君ようこそ。 

前田さん 

新年あけましておめでとうございます。 

本年もどうぞよろしくお願い致します。 

深井君 

本年もよろしくお願いいたします。 

今年は健康で元気な 1 年になるように祈ります。 

森井君 

本年もよろしくお願い申し上げます。 

誕生祝、結婚祝、ありがとうございます。 

山根君 

おめでとうございます。 

皆様にとってよい一年でありますように。 

湯浅君 

本年もどうぞ宜しくお願いします。 

会長、幹事様、あと半年頑張って下さい。 

ソルブ君、立派になったね。 

スマイル BOX 本日￥17,000.-  累計\651,014- 


