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♦会長挨拶         入澤会長 

皆様こんにちは！ 

また、本日卓話をお願いしております藤沢市オ

リンピック・パラリンピック開催準備室の八木

様、本日はよろしくお願い

いたします。 

そして、山口 AG、渡辺 AG

エレクト、石川会長、よう

こそお越しくださいました。 

さて、本日は入澤年度の通

常例会の最終となりました。 

よって、今日は 1 年間の報告及び感想を少しお

話させて頂こうと思います。 

1 年前の会長所信において、私は 5 つの目標を

上げさせて頂きました。 

１、研修事業の充実 

２、会員相互の親睦 

３、奉仕活動、広報活動の活性化 

４、会員増強 

５、寄付活動 

です。 

細かい内容及び達成度は先週の委員長活動報

告で委員長より皆様に発表させて頂いており

ますので、割愛させて頂きます。 

委員長及び各委員の活動の成果により、おおよ

その目標は達成でき、私の会長職も及第点を頂

けるところまでいったのでは無いかと思って

おります。 

これもひとえに皆様のご協力の賜物と、感謝す

ると共に改めてここで御礼申し上げます。 

本当に有難う御座いました。 

私は入会して約 10 年の間、真面目にロータリ

ー活動に取り組んでいたと自負しております。 

例会の出席率もかなり高い方だと思います。そ

して地区大会、IM、ウォーキング大会、ポリオ

募金活動など地区活動や第 3グループでの活動

も積極的に参加してきました。 

そこで、会長職をお引き受けしてもあとはこの

毎回の挨拶を頑張れば何とかなるかと気軽に

お引き受けしてしまったのですが、この 1 年で

例会日■2019 年 6 月 17 日(月) 会場■隠れ里 車屋  開会点鐘■１２：３０ 

■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 ········  入澤会長 

四つのテスト         木本幹事 

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 

 我等の生業 

 藤沢南 RC の歌 

 ソングリーダー       青木会員 

会長挨拶 ········· 入澤会長 
各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：八木様（ 藤沢市オリンピック、パラリ

ンピック開催準備室） 新井会員の紹介 

閉会点鐘 ········· 入澤会長 
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会長とはそういうものでは無いという事を改

めて認識させられました。 

まず、例会やその他の事業に「行けたら行く」

と言うスタンスと「必ず出席しなければいけな

い」そして「会員の皆様に出席をお願いしなけ

ればいけない」というスタンスは同じ出席率で

も全く重圧が違う事を実感しました。 

また会計の事、各委員会活動の事など実際には

何も理解してなく、日々戸惑いながら勉強させ

て頂いた 1 年です。 

末広さんには色々な事を教えて頂き、そしてサ

ポートして頂き感謝しております。有難う御座

いました。 

会長職も終わりの方になると色々と分かって

くるので、2 回目となればもっと良い活動が出

来るのでは無いかと思いますが、私に 2 回目が

回ってくることは無さそうなので、来年度の青

木さん、再来年の湯浅さんの 2 回目会長が藤沢

南ロータリークラブの更なる発展を促して下

さると思い、お引継ぎをしたいと思います。 

最後になりますが、至らない会長を日々助けて

下さった木本幹事には感謝の限りです。 

本当に有難う御座いました。それでは、今日の

例会もよろしくお願いいたします。 

♦来賓 ビジター紹介 

八木孝様（卓話者・藤沢市オリンピック、パラ

リンピック開催準備室） 

山口俊明ガバナー補佐様（藤沢東 RC） 

渡邊昭次年度ガバナー補佐様（藤沢北 RC） 

石川麻央会長、次 AG補佐様（藤沢北 RC） 

◆本日のプログラム 

卓話：八木孝様（ 藤沢市オリンピック、パラ 

リンピック開催準備室）新井会員の紹介 

本日は本年度最後の通常例会を車屋さんで行 

いました。 

  

本年度山口ガバナー補佐、

次年度渡邊ガバナ 

ー補佐、次年度石川ガバ

ナー補佐幹事がご挨拶 

にみえました。 

  

卓話は藤沢市の東京オリンピックパラリンピ

ック準備室の八木孝様です。 

  

  
 藤沢市の現在のオリンピックに向かう準備の 

お話を詳しく聞かせていただきました。 

そして今日から聖火リレーの走者の募集が始 

まるそうです。来年 2020 年の今頃は藤沢市 

内を聖火が走り抜けるのです。楽しみですね。 

 

  
 

来週はいよいよ箱根で最終例会です。 

♦次週予定 

6 月 23(日)～24(月) 最終例会 箱根河鹿荘 

          羽原親睦委員長  
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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 

４１名 ３９名 ２名 ２７名(免 1 名含) ６７・５％ ６８・４２％ 

本日欠席者：加藤君、後藤君、芝君、陣内君、瀬戸君、中川君、羽原さん、松尾君、松長さん、 

村井さん、森君、山田君、吉田君、  メイク＝青木君、外丸君、永松君、前田さん 

スマイル BOX 

山口ガバナー補佐様（藤沢東 RC） 

お世話になります。 

藤沢南 RC の入澤会長はじめ会員の皆様、ご協力

ありがとうございました。 

一昨日のサンパール広場でのペデストリアンデッ

キに時計塔を無事に贈呈式、引渡すことが出来ま

した。会員皆様のご負担いただいた浄則に新ため

感謝申し上げます。一年間お世話になりました。

次年度渡邊ガバナー補佐、宜しくお願い致します。 

渡邊次年度ガバナー補佐様（藤沢北 RC） 

本日は現次 AG引き継ぎのご挨拶に参りました。 

次年度お世話になりますので宜しくお願い致しま

す。ここの所昼夜の寒暖差が厳しいので皆様ご自

愛下さいませ。 

石川会長、次年度 AG 補佐様（藤沢北 RC） 

お世話になります。 

入澤会長、木本幹事、一年間お世話になりました。 

また来年も渡邊 AG エレクトと頑張りますのでよ

ろしくお願いします。 

入澤会長 

八木様、卓話よろしくお願い致します。 

山口 AG,渡邊 AGエレクト,石川会長,ようこそ。 

本日は、入澤年度の最終例会となります。 

1 年間ありがとうございます！ 

木本幹事 

お世話になります。 

八木様、卓話よろしくお願い致します。 

山口 AG 様、次年度渡邊 AG 様、次年度石川 AG

補佐様、ようこそ。そして皆様には 1 年間大変お

世話になり、ありがとうございます。 

来週、箱根宜しくお願いします。 

 

相原君 

入澤会長、木本幹事一年間ご苦労さまでした。 

山口ガバナー補佐、一年間ありがとうございまし

た。 

阿部君 

山口ガバナー補佐様、渡邊ガバナー補佐様、石川

麻央 AG補佐、ようこそいらっしゃいませ。 

八木様、卓話楽しみにしています。 

入澤会長、木本幹事、一年間お世話になりました。 

新井さん 

藤沢市役所、八木様、卓話を楽しみにしておりま

す。山口ガバナー補佐、1 年間ありがとうござい

ました。次年度渡邊ガバナー補佐、石川ガバナー

補佐幹事、次年度よろしくお願い申し上げます。 

杉下君 

今月末で、藤沢南ロータリークラブを退会致しま

す。1 年 2 カ月という短い間でしたが、お世話に

なりました。 

高岡君 

お世話になります。 

ゲスト様、ようこそ。 

昨日、大雄山最乗寺にあじさいを楽しみに行って

きましたが、まだ早かったです。少ししか咲いて

いませんでした。 

門前にある名物のとろろ定食を食べてきました。 

長谷川君 

八木様、卓話よろしくお願い致します。 

渡邊様、山口様、新、旧、ガバナー補佐ようこそ。 

宜しくお願い致します。 

スマイル BOX 本日￥23,000.-   累計\787,013.- 


