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♦会長挨拶           入澤会長 

皆様、 

こんにちは！ 

1 月も半ばを過

ぎ、冬本番となり

インフルエンザ

が流行っている

ようですが、皆様

の周りは如何で

しょうか？今年

は例年よりイン

フルエンザの流

行が早く、神奈川県も先週インフルエンザ流行

警報が出されました。 

神奈川県では厚木を筆頭に県央部の流行が激

しいとの事ですが、藤沢市はどうかなと調べた

ところ、藤が丘中学が学校閉鎖、長後小学校、

湘南台小学校、湘南台中学校、鵠沼中学校など 

が学年閉鎖をしているとの事です。 

我が家でも、妹一家 5 人のうち 5 年生の姪以外

の 4人がインフルエンザにかかってしまいまし

た。5 年生の姪はインフルエンザの人間と同じ

家にいて、毎日満員のバス、東海道線、小田急

線を乗り継いで学校に通っているのですが、イ

ンフルエンザどころか風邪一つ引きません。 

思い当たるふしは彼女がマスク大好き人間な

のです。 

学校でも家でも一年中マスクをしています。 

よく、インフルエンザ菌はマスクを通すから予

防にならないといいますが、やはり菌の付いた

手が鼻口周りを触らないからやはり予防にな

っているのかなと思います。 

うちの会社のスタッフも、電車や会社の中では

必ずマスクをしてるせいか、開業以来十数年イ

ンフルエンザで休んだスタッフはいません。 

よく、客商売でマスクをするのはどうかなとい

うご意見も有りますが、お互いを守るためにも

最近は容認されているようです。 

風邪やインフルエンザ予防は手洗い、うがい、

充分な睡眠、栄養バランスなどと言われていま

すが、是非皆様もそれらの事に気を付けて頂い

て、健康に留意して頂ければと思います。それ

では、本日の例会もよろしくお願いいたします。 

例会日■2019 年 1 月 21 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 ·········· 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 

 奉仕の理想 

 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：＜創立 40 周年記念の件＞ 

湯浅次次年度会長、森井 40 周年実行委員長 

大和田章夫新会員の入会式 

閉会点鐘 ·········· 入澤会長 
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◆本日のプログラム 

卓話：＜創立 40 周年記念の件＞ 

湯浅次次年度会長、森井 40 周年実行委員長 

大和田章夫新会員の入会式 

藤沢南ﾛｰﾀﾘｰに新しい仲間が増えました！

 

 本日例会で大和田章夫さんの新会員認証式が

行われました。毎週の例会参加からまず頑張り

ますとご挨拶がありました。仲間が増えること

は本当に嬉しいですね。 

 

本日の車屋さんの会場はいつもと少し気分が

変わって、お池に面したダイニングルーム。明

るい光が入ってこちらのお部屋も素敵です。 

卓話の時間には40周年記念事業へ向かって、

森井実行委員長がフォーラムを開催されまし

た。 

 式典場所は？日時は？記念事業は？講演会の

演者は？などなど、これから決めていかなけれ

ばならない事が沢山あります。 

 会員皆で意見をよく交換しながら、素晴らし 

い式典を開催できるよう頑張ります。 

＜ ４ ０ 周 年 記 念 フ ォ ー ラ ム ＞              

２０１９・１・２１ 

藤沢南ロータリ－クラブ記念事業 

1980 年藤沢西 RC により創立 

1985年5周年記念 森谷吉一会長 川崎正博実行委員長

ジュニアテニス教室（12 年）その後、コミュニ

ケ－トアクトクラブ（10 年） 

1990 年 10 周年記念 中野大三郎会長 山田克彦実行委

員長 ①長崎西 RC と友好クラブ締結  

②湘南在住画家の展示会   

1995 年 15 周年記念 青木小四郎会長 山根博正実行委

員長 インタ－ネットの体験 

2000年20周年記念 数野隆人会長三觜博実行委員 相原

利夫特別拡大委員長ふじさわ湘南 RC の設立 

2005 年 25周年記念大谷靖夫会長 上林貞直実行委員長 

    藤沢市民会館小ホ－ルで「演奏会」高倉・六会・

大庭中学校、湘南・鵠沼高校 

2010年30周年記念 深井正道会長 阿部剣朗実行委員長 

  「耕餘塾」記念看板を明治市民センタ－敷地に建立 

2015年35周年記念 永松秀行会長 湯浅博文実行委員長 

  タイ・スリン援助のミサンガ基金設立,上履きの寄贈 

2020 年 40 周年記念 

予定：2019年 3月末までに事業内容を決定し各委員会準

備開始 

１.  組織図 （別紙案） 

実行委員会：基本事業の検討、決定 

企画・運営委員会：事業の色付けと当日の運営 

設営委員長:パンフレット,案内状、会場設営等、備品調達 

接待委員長：来賓選考、受付と接待、記念品等 

記録・記念誌委員長：記念誌内容検討、当日の記録等 

１.  記念事業 東京オリンピック・パラリンピック関

係（湘南学園英会話） 

 案）講和  ＡＩ・ロボット関係？ 寄付？ 海？ 

音楽？ その他？ 

１. 記念式典 日時  

      場所 

１. アトラクション 

１. 予算   現在 262 万円予算あり   
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♦木下悠さん（青少年交換留学生・フランス） 

11 月レポート 

12/1～2 で、ロータリー1790 地区の行事が 

ありました。今回は、それぞれの国ごとにブー 

スを作り、来年度の 1790 地区アウトバンド 

とその親に自分の国を紹介するというもので 

した。また最後には、アウトバンドに、1790 

地区のみんなで決めた曲に合わせて創作した 

ダンスを披露したり、とても楽しかったです！ 

問題はありません。 

1 月の初めにホストチェンジです。 

    

    

 

♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦他クラブ例会休会及び変更 

寒川 RC  2/4(月)移動例会 於:寒川町商工会会議室 

       「ﾏｲﾛｰﾀﾘｰ登録講習会」 

     18(月) 16日(土)第 4G合同例会 IM 

         14 時点鐘 於:ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ海老名 

茅ケ崎 RC 1/24(木) 12:30 点鐘 南湖『濱時間』 

   職業奉仕体験『TOTO』『濱時間』見学卓話 

     2/14(木)⇒2/16(土) 第 4G合同例会 IM 

         14 時点鐘 於:ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ海老名 

藤沢北西 RC 1/31(木)新年夜間移動例会 

2/14(木)祝日振替休会、 

2/21(木)少年の森清掃移動例会 

       2/28/(木)3/1(金)藤沢北 RC合同例会 

  3/7(木)休会、3/14(木)少年の森清掃移動例会 

  3/21(木・祝日)少年の森移動例会、 

3/28(木)→3/24(日)IM に振替の為 休会 

綾瀬 RC 2/12(火) 休会(クラブ定款により) 

     2/19(火) 2/16(土) 第 4G合同例会 IM 

         14 時点鐘 於:ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ海老名 

♦次週予定 

1 月 28 日(月) 夜間移動親睦例会④＆歓迎会 

羽原親睦委員長、親睦委員会 

       大和田章夫新会員の歓迎会 

       ｹﾞｽﾄ：島崎義忠様(長崎西 RC) 

          栗芳様(元米山奨学生) 

        点鐘：18:30 於：ｱｸｾﾝﾄ 

 

 

 

 

 

     

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 ２８名(免含１名) ７５・６８％ ６６・６７％ 

本日欠席者：加藤君、後藤君、陣内君、瀬戸君、高岡君、村井さん、森君、山田君、吉田君、     

メイク＝外丸君、永松君 

スマイル BOX 

木本幹事 

お世話になります。 

湯浅様、卓話よろしくお願い致します。 

大和田様、入会おめでとうございます。 

これからも宜しくお願い致します。 

 

 

芝君 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

大和田様、入会おめでとうございます。 

スマイル BOX 本日￥２,000.-   累計\650,011- 


