
 

1 

藤沢南第 1742 回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

 

 

 

WEEKLY REPORT  第 1742号 

 
 

 

＜疾病予防と治療月間＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦会長挨拶           入澤会長 

皆様、こんにちは 

今日は本年度最後の

例会となりました。 

今年もあと 2 週間で

終わりますが、皆様は

どんな 1 年だったで

しょうか？ 

私は、ビジネス的に激

動の 1 年でした。 

 

パソコン教室を藤沢、辻堂、平塚と 3 教室やっ

ていたのですが、昨年の今頃にそのうちの辻堂

教室がビルの建て替えの為、立ち退きという事

になってしまいました。 

移転先の良い場所も見つからずに、まあ補償金

を沢山いただいたので、この教室は閉校でいい

やという事でその準備を進めていました。 

すると、今度は平塚教室のスタッフが家族の介

護で続けて 2 名退職する事になってしまいまし

た。 

こちらもなかなか良い人材が見つからずに閉

校する事になりました。 

そんなこんなで、この夏に 2 教室続けての閉校

でバタバタとして大変でした。 

2 教室減ると言うことは売り上げも減って利益

も減るからどうしよう…と心配していたので

すが、両方の教室の生徒様の多くが藤沢教室に

転校して下さいました。 

よって家賃や人件費の経費は減ったので逆に 1

教室で利益が上がるようになって、上手くコス

トカットが出来て、経営者的には良い年になり

ました。 

来年もこのように何か良い年になればと思っ

ております。 

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 

大和田彰夫様（芝会員のご紹介） 

窪田様（五行歌） 

 

例会日■2018 年 12 月 17 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 

 われらの生業 

 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：青木小四郎会員 ﾃｰﾏ＜韓国の山の訪れ＞ 

   ＜五行歌＞へ協賛金寄贈  

  阿部地区クラブ管理運営委員長 

1. 新会員の集い体験報告 14 名 

2. 決議審議会への決議案提案の重要性 

閉会点鐘 ········· 入澤会長 
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◆本日のプログラム 

卓話：青木小四郎会員  

ﾃｰﾏ<韓国の山の訪れ> 

2018 年最後の例会は、

隠れ里車屋さんにて。 

青木小四郎会員の卓

話「韓国の山々と美味

しい食事」でした。 

韓国の山で 1 番高い

のは…済州島にある 

漢拏山(ハンラサン)1950m だそうです。日本の 

3000ｍ級の山を考えるとさほど高くはないで 

すが、美しい山が沢山あるそうです。 

青木会員は、虫捕りがご趣味で有名です。 

韓国の山々に登るのも、もちろん、虫を探すた 

め。花の中にいる珍しい虫を求めて、いろいろ 

な山を歩かれるお話

しでした。 

韓国の方は登山が大

変好きだそうです。 

登りやすく階段が長

くついていたり、山頂

には必ず国旗がたて

てある山もあるとか。

日本では見ませんね。 

今日本と韓国はちょ 

っとした問題が取り沙汰され、必ずしも関係が 

良いわけではないですが、こうして個人で旅行 

される青木さんには、地元の方々との心あたた 

まる出会いがいっぱいあるそうです。 

やっぱり、個人でその国の人と出会いを経験す 

ることは大切だと感じました。 

 

  

 

 

 

 

また、本日、明治地区の自分の思いを五行で表 

現する「五行歌」の会の窪田様へ、活動への寄 

付を進呈いたしました。 
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♦他クラブ例会休会及び変更 

あやせ RC 1/1、15、2/12 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により) 

藤沢東 RC 1/1、2/26 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により) 

     1/8(火) 新年会、夜間親睦例会 

         ジパンゴ 18:00 点鐘 

寒川 RC 1/7(月)例会、賀詞交換会 17:00 点鐘 

       ﾋﾞｼﾞﾀｰ費 6,000 円 

     14(月) 休会(祝日) 

 

♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

♦次週予定 

2018 年 12 月 24 日(月) ＜休会・振替休会＞ 

         31日(月)＜休会･年末定款により＞ 

2019 年 1 月 7 日(月)年頭挨拶、定例理事会⑦ 

        入澤会長、木本幹事、 車屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ２４名(免含１名) ６６・６７％ ７７・７８％ 

本日欠席者：加藤君、栗原君、後藤君、瀬戸君、高岡君、永松君、羽原さん、深井君、村井さん、 

森君、山田君、吉田君、    メイク＝外丸君 

スマイル BOX 

入澤会長 

青木様、卓話よろしくお願い致します。 

窪田様、大和田様、ようこそ。 

木本幹事 

窪田様、大和田様、ようこそ。 

早いもので 6 ヶ月がたちました。 

のこりも皆様宜しくお願いします。 

相原君、前田さん 

青木様、卓話よろしくお願い致します。 

大和田様、入会楽しみにしています。 

今年も残りわずかになりました。お身体に気を付

けて来年もみなさんお元気で例会に出席下さい。 

青木君 

五行歌のくぼたさん、ようこそ。 

風邪がはやっているようです。 

皆さんお気をつけてお正月をおむかえ下さい。 

川島君 

大和田様、ご入会の方向とのこと。 

是非ご一緒に有意義な活動をして下さい。 

 

 

阿部君 

地区の新会員の集い、なかなか人数が集まりませ

ん。前田さん、外丸さん、阿部の 3 人がこの集

いの開催を担当する委員会に所属しています。 

3 月 22 日、23 日です。22 日午後 4 時からの開

催です。場所は横浜中華街ローズホテルです。 

是非、参加協力のご理解をお願いします。 

青木さん、卓話楽しみにしています。 

高科君 

クリスマス家族例会では大変楽しくすごすこと

が出来ました。 

本日の卓話者の青木様、よろしくお願いします。 

平成 30 年最後の卓話と成りますね！ 

今年も無事に終りそうです。 

長谷川君 

青木様、卓話よろしくお願い致します。 

親睦委員会、委員長さん、クリスマス例会、楽し

く過しました。御苦労様でした。 

スマイル BOX 本日￥9,000.-   累計\622,011- 


