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♦会長挨拶           入澤会長 

皆様こんにちは 

本日は増強のお話を少しさせていただきたい

と思います。今年は地区の目標及びクラブの目

標の状況は純増 2 名です。 

当クラブの現在の状況は退会が 1 名入会が 1 名

となりプラ

マイゼロと

いう状況に

なっており

ます。 

そして地区

では昨年末

の状況で増減プラス 31 という状況です。 

この数字は過去に比べてどうかと言いますと

佐野年度が年末で増減プラス 33 大谷年度が増

減プラス 50 という状況でした。 

過去 2 年と比べると数字だけ見るとそんなに変

わらないかなと見えるのですが、本年度は 9 月

に誕生した新クラブ相模原カメリアロータリ

ークラブの会員 28 名いるということを換算す

ると既存クラブの純増数が少ないということ

になります。 

入会者数を見るとカメリアロータリークラブ

の 26 名を差し引いても決して少ない人数では

ありません。 

しかしどのクラブの退会者数が多くなってき

ているというのが現状のようです。 

当クラブも皆さんいろいろご事情はあると思

いますが 40 周年に向けて退会者が出ないよう

に明るく楽しいクラブ活動をやっていければ

と思います。 

そしてさらに残り 4 ヶ月であと 2 名増強したい

という希望があります。 

既にお手元にあると思いますが今回川島委員

長のご提案のもと入会案内のパンフレットを

作成いたしました。 

ご友人の方をお誘いする時、一番お話ししにく

いのが金銭的なことだと思います。 

今回はその部分も入会金年会費以外の寄付金

などの負担金の金額も全て記載させていただ

きました。 

今日はまず皆様のお手元に 3 部ずつ配布させて

いただきましたが全体で 500 部作ってありま
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プログラム 

開会点鐘 ········· 入澤会長 
四つのテスト      新井幹事エレクト 

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 

 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：＜五行歌＞窪田様、青木会員  

創立 40 周年の件 <ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ>森井実行委員長 

閉会点鐘 ········· 入澤会長 

WEEKLY REPORT 第 1679 号 

 

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


 

2 

藤沢南第 1747 

回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

すのでまだまだ在庫はあります。 

お気軽にお友達にお声をかけパンフレットを

配布して足りなくなったらまた末広さんから

もらってください。 

会長幹事会の時に、大谷年度の純増数が佐野年

度、脇年度より多いのは大谷さんのお人柄によ

るものが大きい、あの人の為に頑張ろうと思う

ものなどという話も出ていました。 

今年、藤沢南のメンバーが増えないのは入澤会

長の人柄だよって言われないように、是非ご協

力をお願いします。 

本日の卓話で 40 周年のことについてお話しし

て頂きますが、40 周年に向けて新たな仲間を是

非増やしていきましょう。 

では、本日の例会もよろしくお願いいたします。 

 

◆本日のプログラム 

卓話： ＜五行歌＞窪田園子様、青木会員 

  

五行歌をご存知ですか？ 

 五行歌とは、和歌でもなく俳句でもなく、 

字数や音数には全くこだわらない五行の短詩 

です。本日は藤沢市の五行歌ふれあい実行委員 

長の窪田園子様の卓話でした。 

 藤沢明治地区では自分の今の思いを五行で表 

現する五行歌を通じて、友人や家族、地域の交 

流を生みたいと活動がスタートしたそうです。 

 今年は活動17年目、小学生中学生から1711 

首の作品が集まり一冊の冊子にまとました。 

 藤沢南ロータリーではこの冊子制作費の支援 

を行っています。子供たちの素直な今の想いが 

伝えられる五行歌、とても有意義な活動です 

ね！ 

今後とも応援を続けていきたいと思います。 

卓話時間の後半は 40 周年記念事業 森井実行 

委員長によるクラブフォーラムが開催されま 

した。 

いろいろな具体的な案が上がって盛り上がっ 

てきました！ 

  

 最後は例会場で片瀬こま廻し！笑 

40 周年に向かって増々楽しくなって来ました。 

 

♦他クラブ例会休会及び変更  

藤沢東 RC 3/19(火) 3/24(日)IM の振替休会 

      3/26(火) 移動例会、観桜会 

      4/30(火) 休会(クラブ定款) 

寒川 RC  2/24(日) 移動例会「桜植樹」 

       13:00～16:00 於：一之宮緑道 

      3/11(月) 昼食会 12:30 点鐘 

       例会後、事業所訪問「寒川神社」 

      3/18(月) 休会(祝日週 

藤沢北 RC 2/15(金) 定款による休会 

      2/22(金) 移動例会 10:30 より 

         ｸﾘｽﾀﾙﾎﾃﾙでの防災訓練(MU に) 

      3/ 1(金) 移動例会,藤沢北西 RC との

合同例会 18:00 点鐘ｸﾘｽﾀﾙﾎﾃﾙ 

      3/22(金) 振替休会 3/24IM 

      3/29(金) 移動例会 3/31PW 

藤沢 RC  3/27(水) 振替休会 3/24(日)IM 振替 

      5/1(水) 祝日休会 

♦次週予定 

2 月 25 日(月) 卓話：木村聡宏様 

        （川島会員の施設の職員の方） 

       テーマ＜認知症とは＞ 

 例会後、40 周年実行委員会 

車屋 
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♦第 3 グループ・カラオケ大会 

2 月 6 日（水）於：新堀楽器ライブ館 

みごと優勝しました！ 

2780 地区第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ カラオケ大会開催〜！ 

村井会員の美声が抜群でしたねー。 

   

♦地区補助金プロジェクト委員会 

【江の島五輪セーリング競技通訳ボランティ 

ア育成プロジェクト】無料セミナー参加者を募 

集中！ 次回は 2 月 17 日（日） 

14：00～15：00 英会話レッスン 

15：00～16：00 藤沢海洋少年団  

団長 森清隆様よりヨットのお話、藤沢南ロー

タリークラブでは、ヨットの知識を持った通訳

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを育成するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを始めました。 

♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私達は積極的に通訳活動ができる英会話力を 

習得する機会を多くの若者に提供したいと思 

っています。当然、わがクラブのメンバーも英 

来る 2020 年 

のオリンピッ 

クには世界の 

国々から多く 

の方が、藤沢に 

やってきます。 

その際、通訳と 

してお手伝い 

ができる多く 

の若者がいた 

ら素晴らしい 

と思います。 

また、少しでも 

ヨットの知識 

を持った通訳がいたなら更に良いでしょう！ 

私達は積極的に通訳活動が出来る 

英会話を多くの若者に提供したいと思ってい 

ます。当然、わがクラブのメンバーも英会話を 

身につけ、若者と一緒になり江ノ島でのオリン 

ピックを楽しみたいと思います。 

先日行われたセミナーの様子がタウンニュー 

スに掲載されました。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【江の島五輪セーリング競技通訳ボランティ 

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 

３８名 ３６名 ２名 ２２名 ６１・１１％ ６３・８９％ 

本日欠席者：大和田君、加藤君、木本君、後藤君、芝君、瀬戸君、外丸君、沼野井君、羽原さん、松尾君、 

村井さん、森君、山田君、吉田君、         メイク＝阿部君、前田さん 

スマイル BOX 

入澤会長 

窪田様、ようこそ。 

青木君 

窪田様、卓話よろしくお願い致します。 

高岡君 

幼稚園児の娘 2 人と囲碁を始めました。 

全くの素人です。 

打たれる方おりましたら、勉強方法を教えてくだ

さい。 

永松君 

窪田様、卓話よろしくお願い致します。 

地区が忙しくクラブ出席率が悪くてすみません。

昨日、息子が移籍後初の全日本大会でした。 

南関東大会 2 位で出場しましたが、1 回戦敗退で

した。オリンピックの壁は高いです。 

今年の 12 月まで時間があるのでガンバルそうで

す。オヤジの背中みせる為に 5 月にベトナムの

柔術の大会に出てみようと思っています。 

ｽﾏｲﾙ BOX 本日￥4,000.- 銀行預金利息￥2.-  累計\693,013.- 


