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♦会長挨拶           入澤会長 

藤沢南ロータリークラブ第３９代会長をやらせていただ

くことになりました、入澤です。 

改めまして、よろしくお願いします。 

私が入会した10年

前は、私自身の仕

事も独立してまだ

数年でしたので、

人に任せられる状

況でもなく、月曜

日の昼間にロータ

リーに来るのにも、

中抜けをしてとい

う時間との戦いで

した。 

しかし、この 10 年で会社の業績もアップし任せられる

人も出来、週の半分以上を自分の時間として使えるよう

になり、ロータリーの色々な行事にも参加できるように

なってきました。 

そして、2 年前に小倉さんから幹事のご指名をいただい

た時も、2 年後のこの会長職も含めて、今ならできると

思い、お受けして本日の日を迎えたという事です。 

そして、またこの藤沢南ロータリークラブも私の入会当

初は会員数も２０数名で、活動費もままならない状況で

した。 

しかし、この 10 年間でメンバーも増え、活動費にも余

裕が有ります。 

このような、良い環境で会長をさせて頂くのは大変あり

がたい事です。 

そのことを充分に感謝し、経験のあるメンバーのご意見

と知恵及び若いメンバーの新しいアイデアと力を融合さ

せて素晴らしい１年にしたいと考えております。 

さて、本年度藤沢南ロータリークラブは３８年目を迎え

節目の４０周年に向けての地盤固めの年度と位置付けら

れます。 

それを念頭に置いて各委員長様のもとで活動を行ってい

きます。 

【研修事業の充実】 

３５周年事業後に入会されたメンバーも増え、ロータリ

ーの基本的なこと、藤沢南ロータリークラブの歴史など

をよく理解されていないもいらっしゃいます。 

新会員のみならず４０周年に向けて全メンバーがロータ

リアンとしての資質を高めていくような研修を行ってい

ければ良いと考えております。 

高科研修委員長も非常に前向きで、予算も今までより多

く希望されておりますので、前向きな研修を考えてくだ

例会日■2018 年 7 月 2 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 

 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：入澤淑江会長所信、木本己樹彦幹事挨拶、 

   各委員会委員長活動計画発表 

閉会点鐘 ·········· 入澤会長 
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さっていると思い、期待しております。 

【会員相互の親睦】 

夜間例会、バス旅行、クリスマス家族例会などを今まで

以上に充実させ多くのメンバーに参加して頂き楽しい会

にしていければと考えます。 

羽原親睦委員長の元には新しい会員や出席率のあまりよ

くないメンバーを集めてあります。 

羽原委員長の明るく楽しい求心力を持って、そのような

メンバーにも積極的に活動に参加していただけたらと思

っております。 

また、通常の例会でも SAA で席順を決めて頂き、普段交

流の少ないメンバー同士が理解しあえる環境を作ってい

く予定です。 

大澤 SAA 委員長はご自分で志願されての SAA 委員長で

す。また、関根副委員長はミスターSAA と言われるほど、

SAA のエキスパートで例会に来た時に SAA のタスキを

かけた関根さんがいるとホッとするというメンバーが殆

どです。 

このようなお二人が委員長、副委員長をやってください

ますので、安心してお任せできると思っております。 

また沼野井例会運営委員長のもと、毎回の例会を楽しく

過ごせるようにしていきたいとおもっております。 

本日も乾杯のノンアルコールビールをご用意頂きまして、

有難う御座います。 

【奉仕活動・広報活動】 

奉仕活動は例年通り行っていることはそのまま継続して

いきますが、今までに足りなかった外部に向けての PR

を積極的に行っていきたいと考えております。 

タウンニュース等の地域情報誌や SNS など予算はかけ

ずに今の時代に有った広報を行っていきます。 

新井広報委員長は若いころから培ったマネージメント力

で短期間でご自分の会社を拡大成長させた手腕の持ち主

です。そのお力で藤沢南ロータリークラブの知名度アッ

プにも貢献してくださると期待しております。 

湯浅社会奉仕委員長、阿部職業奉仕委員長、そして前田

国際奉仕委員長には協力して今までの藤沢南ロータリー

クラブの奉仕活動を継続しつつ、新たな取り組みも考え

ていただけたらと思っております。 

既に本年度は、地区補助金事業を使って「江の島オリン

ピックセーリング競技通訳ボランティア育成プロジェク

ト」も社会奉仕活動として行って行くことが決まってお

ります。 

皆様のご協力をお願いいたします。 

【会員増強】 

40 周年に向けての「４０・５０運動」（４０周年に５０

名）に少しでも近づけるように頑張って行きたいと思い

ます。 

川島会員増強委員長は今までも積極的に会員をご紹介し

てくださっていますので、その手腕を更に発揮していた

だきたいと思っております。 

また川島委員長の元には、人脈の広そうな方また新会員

で新しい人脈のありそうな方を集めました。 

そのようなメンバーが主流になって、活動していけたら

と思っております。 

現在は、職業や会社や自宅の所在地の制限もかなり緩和

されてきております。 

その点も踏まえてご紹介へのご協力もお願いし致します。 

【寄付活動】 

今年は市民祭りにおける「ポリオ撲滅募金キャンペーン」

の担当クラブです。 

今までは認識率が低かった「ポリオ募金」にもメンバー

に目を向けて頂く良いチャンスだと考えております。 

また、本年度は地区補助金を受けての事業も行います。 

その補助金の原資は何か？というのをメンバー皆さんに

ご理解して頂きたいです。 

本年度は地区の財団補助金管理委員会の副委員長に永松

会員が出向しております。 

藤沢南ロータリークラブの代表として頑張ってくださっ

ている永松会員に恥をかかせないためにも寄付活動に力

を入れて行きたいと思います。 

これらの事をふまえ、地区目標の 

 年次寄付 200 ドル以上／1 名 

 米山奨学会 20,000 円以上／1 名 

 ポリオ撲滅 40 ドル以上／1 名 

と同じ目標をクラブ目標とし、目標を達成すべく外丸ロ

ータリー財団委員長をはじめとする全メンバーの皆様に

は、ご理解・ご協力をお願い致します。 

また本年度は入会年度の浅いメンバーである芝会員と倉

田会員にはプログラム委員長と米山奨学生委員長をお願

いしております。 

お二人にはベテランの湯浅会員、栗原会員を副委員長と

してお願いしてありますので、飛躍のチャンスだと思っ

て、頑張っていただきたいと考えております。 

まだまだ、お名前を上げられなかった委員長、役員、そ
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して多くのメンバーの方がいらっしゃいますが、以上の

ことを踏まえて、クラブのメンバーの皆様のご協力の上

で、頑張っていきたいと思っております。 

1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

♦来賓ビジター 

半沢朋子様（茅ヶ崎 RC） 

♦お祝い発表 

（会員誕生日）    （配偶者誕生日） 

倉田    1 日    吉田    8 日 

川島    5 日 

湯浅    6 日    （結婚記念日） 

山根    9 日    木本    8 日 

森     9 日    末木    11 日 

永松    15 日 

小倉    24 日 

◆本日のプログラム 

卓話：入澤淑江会長所信、

木本己樹彦幹事挨拶、 

各委員会委員長活動計画

発表 

本日は 2018〜19年新年度

の初例会が隠れ里車屋に

て開催されました。 

まずは藤沢南ロータリー第

39 代 入澤淑江会長のご

挨拶から。 

経験あるメンバーの意見や知恵と、若いメンバーの新しいア 

イデアと力を融合させ素晴らしい 1年にしたい！と所信表明 

があり、みんなの期待が溢れて笑顔の例会となりました。 

木本己樹彦幹事は、会長を支えながら勉強したい、終わると

きにやってよかったという

1年にしたい、と頼もしい

ご挨拶。 

 

外丸前会長へお礼のバッ

ジを寄贈しました。 

 

 

 

親睦羽原委員長、例会運営沼野井委員長、SAAは大澤委

員長、会員増強川島委員長、プログラム芝委員長に代わり

長谷川正明委員、クラブ広報新井から活動方針が発表され

ました。 

次回も残り委員長の発表は続きます。 

楽しい 1年になりそうでわくわくしますね！ 

乞うご期待！でございます。 
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♦他クラブ例会休会及び変更 

綾瀬 RC 7/17(火) 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により) 

     8/14(火) 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により) 

茅ケ崎 RC 7/19(木) 7/16(月祝)10:00 点鐘ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2,500 円 

海の家『島人』＊例会前に社会奉仕活動海岸清掃 

   7/26(木) 18:00 点鐘 ｺﾙﾃｨｰﾚ茅ヶ崎ﾋﾞｼﾞﾀｰ 5,000 円

(直前会長・幹事慰労会・入退会会員歓送迎会) 

   8/16(木) 休会(ｸﾗﾌﾞ定款による) 

♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦定例理事会① 

議題 1.社会奉仕の件 

   2.時計寄贈の負担金の件  3.その他 

♦次週予定 

7 月 16 日(月) ＜祝日休会・海の日＞ 

  23 日(月) 夜間移動家族親睦例会＆新会員歓迎会 

点鐘:18:30 場所:29－Garden 羽原親睦委員長 

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 ２６名 ７２・２２％ ６４・８６％ 

本日欠席者:加藤君、後藤君、芝君、陣内君、末木さん、松尾君、丸山さん、村井さん、森君、吉田君          

スマイル BOX 

半田朋子様（茅ヶ崎 RC） 

お世話になります。 

今日は年度始めにお伺いさせていただきます。 

久しぶりに訪問させていただきました。 

これからも宜しくおねがいします。 

入澤会長 

半田様、ようこそ。本日から会長をやらせて頂きます。 

1 年間どうぞ宜しくお願い致します。 

木本幹事 

お世話になります。半田様、ようこそ。 

本年度、幹事をさせていただきます。 

木本です。宜しくお願い致します。 

入澤会長、南 RC の皆様、本年度宜しくお願いします。 

青木君 

新年度を祝って。 半田様ようこそ。 

阿部君、栗原君 

入澤さん、一年間お世話になります。 

入澤さんの思う通りに楽しい運営を進めて下さい。 

木本幹事、一年間がんばって下さい。 

外丸さん、お疲れ様でした。 

新井さん 

入澤会長,木本幹事、1 年間どうぞよろしくお願い致します。 

小倉さん 

外丸さん、後藤さん、1 年間お疲れ様でした。 

入澤会長、木本幹事、1 年間がんばって下さい！ 

よろしくお願い致します。 

 

 

川島君 

入澤年度の各役員のみなさん頑張って下さい。 

高科君 

入澤会長、木本幹事、一年間よろしくお願いします。 

楽しいロータリーライフを！！ 

永松君 

お世話になります。入澤会長、木本幹事がんばって下さい。 

長谷川君 

入澤会長、木本幹事、一年間宜しくお願い致します。 

前田さん、沼野井君 

入澤会長、木本幹事、今年度よろしくお願い致します。 

期待しています！！ 

深井君 

新しい年度よろしくお願いします。 

森井君 

入澤会長、木本幹事様、本年よろしくお願い申し上げます。 

山根君 

入澤様、木本様、一年間よろしく。 

外丸様、後藤様、ごくろう様でした。 

湯浅君 

入澤さん、木本さん、一年間がんばって下さい。 

大いに期待しています。 

外丸さん、後藤さん、一年間お世話になりました。 

スイル BOX 本日￥18,000.- 累計\840,017- 


