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♦会長挨拶         入澤会長 

 

皆様、こんにちは！ 

長い GW が有り平成から令和に変わり、令和最

初の例会です。皆様は 10 連休をどの様にお過

ごしになられたでしょうか？ 

私は 10 連休のうち 5 日間ゴルフ場で過ごしま

した。と言っても、5 日間ゴルフをした訳では

有りません。 

連休初日に川奈ホテルゴルフコースで開催さ

れたフジサンケイレディースクラシックを見

てそのまま伊東に泊まり、翌日天城高原ゴルフ

コースという所でゴルフをプレーする予定で

したが、4 月の末にもかかわらず雪が降りクロ

ーズとなってしまいました。 

よって、伊東二日目もフジサンケイレディース

を観戦したので、2 日間のゴルフ観戦、3 日間

のゴルフプレーというお休みでした。 

ゴルフ観戦は毎年 1～2 回は行きます。 

ゴルフトーナメント会場と言うのは、ある意味

ゴルフオタクの人の集まりで、異様な雰囲気が

有ります。 

まず観戦者の 8 割が 60 歳以上の男性。  

コア年齢は 70 歳代と言った所でしょうか。 

そして、観戦必須グッズというものが有ります。 

まず双眼鏡です。300 ヤード離れた場所で選手

が打つ姿を見たり、ボールの行き先を見たりす

るからです。 

そして、持ち運び用の椅子です。 

広いゴルフ場を歩くので、途中で場所取りをし

て座って観戦したりするためです。 

例会日■2019 年 5 月 13 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 

 君が代 

 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：大和田章夫会員ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 

＊米山奨学生･ｱｸﾏﾄﾞ･ｼｪﾊﾌﾞﾃｨﾝ君 2019 年 4 月 

(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･湘南工科大学) 永松ｶｳﾝｾﾗｰ 

閉会点鐘 ········· 入澤会長 
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あとは、リュックサックです。 

中に入ってしまうと殆ど何も買う事が出来な

いので、皆さん飲み物やお弁当などを持って歩

いています。 

ですから、選手では無く観戦者の方を見るとリ

ュックを背負って双眼鏡を覗いているお爺さ

んが沢山居るという異様な光景を見ることが

出来ます。 

そして、皆さんゴルフ大好きお爺さんなので、

私が「あの人誰かな？」と呟いただけで周りの

お爺さん達が「あの黄色いスカートは○○プロ

で今何打目だよ」とか親切に教えてくれます。 

私は女子プロのトーナメントに行くとまずチ

ェックするのは地元愛で西山ゆかりプロを見

にいきます。 

西山プロは湘南台にある竹寿司さんというお

寿司屋さんのお嬢さんで、30 歳過ぎてから初優

勝したという遅咲きプロですが２勝している

ので、トッププロの一員です。 

プロはスポンサーのロゴをウェアーなどに貼

ってありますが、ちゃんと「いっぱち竹寿司」

というマークも入っています。 

あともう一人地元愛で応援しているプロが金

澤志奈プロです 

金澤プロは出身は茨城ですが、平塚富士見カン

トリークラブ所属となっていて、平塚富士見に

行くと写真が貼ってあるので、是非頑張って欲

しいなというプロです。 

彼女はまだ２０歳と若いのですが、女子プロで

現在２０歳という年齢は「黄金世代」と言って

非常に上手なプロが集まっている年代です。こ

の黄金世代でトーナメント優勝を果たしてい

る人が何人かいますが、金澤プロは良い位置ま

で行きますがまだ優勝には手が届いていませ

ん。日曜日の午後はだいたいテレビでゴルフ中

継をやっていますので、もしご覧になる事があ

りましたら、西山ゆかりプロと金澤志奈プロを

チェックして頂けたらと思います。 

それでは、本日の例会もよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）    （結婚記念日祝） 

深井   13 日    栗原     12 日 

大和田  26 日    山田     16 日 

（配偶者誕生祝）    羽原    24 日 

瀬戸     7 日     後藤     29 日 

長谷川   25 日 

倉田   28 日 

◆本日のプログラム 

卓話：大和田章夫会員ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 

長い GW が終わりましたね。5 月 13 日は 5

月入って最初の、そして元号が令和に変わった

最初の例会が行われました。 

そして入澤会長のご紹介のゲストとして藤沢

市議会議員に初当選された松長由美絵さんが

来てくださいました。ありがとうございます。                             

 

 

その他米山奨学金で来日中のインドネシアか

ら来たアー君も来てくれました。しかしちょう

どこの時期はラマダンらしく車屋のお昼、そし

て水も飲むことができない状態でした。本当に

大変ですね。。。 
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 ちょっとここで業務連絡になります。 

■5 月 18 日に来年度の新体制に向けての会合

が善行ゼミナールにて 10 時～12 時で行われ

ます。来年委員になっている方はぜひ参加の方

よろしくお願いします。来年度の計画は早く作

れますよ～ 

■6 月 24 日に木下はるかちゃんが帰国します。 

 

さてこの日は日は大和田会員のイニシエーシ

ョンスピーチがありました。あまりこのような

スピーチは慣れてないと言いながら、すばらし

いスピーチをしてくださいました。 

 

 大学を卒業後、アパレル業界に就職。そして

現在の前身となる解体業の営業を経て独立。現

在は仕事をする上で良い意味で「期待・願望・

価値」を超える仕事をしていきたいとそのため

自分の言葉をわかやすく従業員に伝えるため

コピーライターなどと相談し、キャッチコピー

や自分の言葉をまとめ従業員の教育に徹底さ

れているとのこと。。。 

いや～本当に素晴らしいですね。本当に参考に

なるスピーチでした。 

大和田会員ありがとうございます。 

今度は趣味である時計の話を聞かせてくださ

いね～  

♦出席報告 

 

♦定例理事会⑪ 

議題 1、新会員認証の件 

    中川様、松長様 

   2、その他  

 

♦次週予定 

5 月 20 日(月)  3 クラブ合同例会（担当） 

  藤沢西 RC・ふじさわ湘南 RC・藤沢南 RC 

       点鐘 12:30 於：車屋 

卓話：牧野幸雄様(元ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ､ｾｰﾘﾝｸﾞ選手) 

       羽原親睦委員長、新井親睦委員 

 

 

 

 

 

 

 

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 

３９名 ３７名 ２名 ２４名 ６４・８６％ ５５・２６％ 

本日欠席者：加藤君、川島君、後藤君、杉下君、瀬戸君、外丸君、松尾君、村井さん、森君、 

安田君、山田君、湯浅君、吉田君、    メイク＝新井さん、 
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♦木下はるかさん（青少年交換留学生・ﾌﾗﾝｽ） 

＜4 月レポート＞ 

1.健康状態、問題ありません。 

2.学校の状況、問題はありません。 

今月は、2 週間のバカンスと、ロータリーの

バストリップがあってので、学校に数日ほど

しか行っていません！笑 

友達が、バストリップ(4/13～24)で休んで

いたときの授業のプリントをくれたり、つい

て行けてないところを教えてくれたりして

とても助かっています。フランス語習得状況

は、先月に比べて凄く出来るようになってい

るわけではないですが、日々新しい単語や何

かを憶えているので、向上していると思いた

いです。 

3.ホストファミリーとの関係、問題はありませ

ん。本来は、多くの学生がもう第 3 ホストフ

ァミリーに変わっているのですが、私は未だ

第 2 ホストファミリーの家にいます。理由は、

第 2 ホストファミリーが、もっと居て欲し 

い！と言ってくださり、2 カ月延長されるこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とになったからです！5/12に第3ホストフ

ァミリーに変わりますが、私の高校の英語の

先生なので(担当ではありませんが)顔見知り

なので不安や心配は今のところないです。で

すが、その方(お母さん)が 6 月中に仕事で英

国に行くので、残された家族が兄、弟、父、

私なので、どうなるかワクワクしています！ 

4.ホストロータリークラブとの関係 

 例会出席回数１回／月 バストリップ 

5.その他近況報告 

 ﾌﾗﾝｽ､ﾄﾞｲﾂ､ﾁｪｺ､ｵｰｽﾄﾘｱ､ｲﾀﾘｱ､ｽｲｽの６カ国、

12 の街へ行きました。ﾊﾞｽﾄﾘｯﾌﾟの写真は、ﾌｪ

ｲｽﾌﾞｯｸやｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑに沢山上げているので、是

非そちらでご覧下さい！ 

 

スマイル BOX 

入澤会長 

大和田様、卓話よろしくお願い致します。 

アクマド様、松長様、ようこそ。 

木本幹事 

お世話になります。 

大和田様、卓話よろしくお願い致します。 

アクマド・シェハブティン君、松長様、ようこそ。 

青木君 

大和田様、卓話よろしくお願い致します。 

松長様、ようこそ。 

昨日、始めて電車の中で席をゆずられました。 

喜んですわりました。 

芝君 

大和田様、卓話よろしくお願い致します。 

 

永松君 

大和田様、卓話よろしくお願い致します。 

松長様、ようこそ。 

本日より、アー君が留学生として参加します。 

よろしくお願いします。 

長谷川君 

松長様、ようこそ。ぜひ入会を！ 

大和田様、イニシエーション楽しみにしておりま

す。今月 25 日は家内の誕生日です。 

ありがとうございます。 

深井君 

お世話になります。 

大和田様、卓話よろしくお願い致します。 

久しぶりの出席です。 

丸山さん 

大和田様、卓話よろしくお願い致します。 

松長様、ようこそ。 

  

スマイル BOX 本日￥8,000.-   累計\745,013.- 


