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♦会長挨拶          青木会長 

今日は皆さんに謝らなければなりません。 

4 月に予定していたタイ旅行を中止にしたいと

思います。というのは、私の高齢の母の介護を

自宅でする

ことになり、

もし私が参

加できなく

なったら皆

さんに迷惑

がかかると 

 

思ったからです。さらにコロナウイルスが収束

していない時に外国旅行に行くのを気になさ

る方もいる事でしょう。また来年度でもタイに

行くことができればと思っています。 

さて、本日は森井会員の 40 周年フォーラムで

す。新しい年度の行事も始まり、残り少なくな

りましたが、まだ会員増強ができていません。

そこで皆さんにお願いです。ぜひ会員増強のた

め一人でもお知り合いに声をかけ、例会に招待

をお願いします。 

♦来賓ビジター 

◆本日のプログラム 

創立 40 周年 実行委員会 でした。 

冒頭の会長挨拶において、諸々の事情からタイ

視察は中止となった旨の説明がありました。 

また本年度、未だ新入会員がゼロなので、皆様

に会員拡大のお願いがありました。 

各委員からの報告の後、 

40 周年記念事業に向け森井実行委員長の指示

のもと、担当委員会ごとに話し合いが行われ、

最後に各委員会から決定事項の発表をし、終了

となりました。 

40 周年のテーマが決まりました。「友和 40」で

す！ 

 

本日のビー

フシチュー

が美味しく

て大好評で

した😋 

例会日■2019 年 2 月 10 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 ········· 青木会長 

四つのテスト         新井会員 

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 

 それでこそ R 
 藤沢南 RC の歌 

ソングリーダー ·········会長 

会長挨拶 ········· 青木会長 

各委員会報告 
本日のプログラム 

卓話：森井 40 周年記念委員会実行委員長  

    創立 40 周年実行委員会 

 A 設営委員会    B 記録、記念誌委員会 

 C 企画、運営委員会 D 接待委員会 

閉会点鐘 ········· 青木会長 

http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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以下、連絡、決定事項です。 

○タイ視察は中止 

○ロータリーウォークについて(外丸会員より) 

例会扱いとなります。ぜひご参加お願いします。 

ウォーキングに参加の他、受付と休憩所でのバ

ナナ配りなどが南ロータリーの担当となるの

でどちらでの参加でも歓迎です。 

  

〇3/22 の「IN」も例会扱いです。 

〇3/2 例会の卓話は、貴重な南極での体験談で

す。ぜひ出席ください。(小倉会員より) 

 

〇40 周年記念事業について 

 ・講演依頼予定の豊原氏は、オリンピック関

連の事情により 3月まで返事が保留となって

ます。引き続き、調整します。 

・当日の各担当が決まってまいりました。 

・来賓、表彰の名簿を作成します。 

・長崎西ロータリーへのキャラバン隊は 7 月の

2 か 3 週を予定してます。新規メンバーの交

流が重要と思います。ご参加お願いします。 

・救急車寄贈の件は、別途報告お願いします。 

・記念誌は、各会員に設問に答えて頂く形にす

る予定です。 

・前回周年以降の会長職をされた方には、「会

長職を省みて」の寄稿を 6 月までにお願いし

ます。 

・周年誌の名刺広告は 6月までにお願いします。 

大変盛り沢山な例会となりました☺ 

 

  

  

 ♦定例理事会⑧2/3 議事録 

出席者：青木会長・森井・倉田・芝・阿部・永

松・入澤・新井（記） 

議題 

1、3 月 29 日（日）第 7 回ﾛｰﾀﾘｰｳｫｰｸを例会と

する件→全一致で承認 

→参加者を増やしたいので終了後に藤沢で

打ち上げ会を開いたらどうか…賛成 

芝親睦委員長に会場をおさえていただく 

2､ 事務局のパソコン買い換えの件 

約 10 年前にﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝを購入（Windows10 

にアップ済み）1/14 に Windows７のｻﾎﾟｰﾄ

が終了している→買い替えを全員一致で承

認 入澤会員に御世話になり 90,000 円前
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後で購入する 

3､「Play the piano～play ♪ﾌﾟﾚｲ♪演奏する♪

遊ぶ～」への協賛の件 

 以前、木本会員より提案のあった子供のた

めの音楽会 2020 年 3 月 30 日への協賛 

  →30,000 円とする 全員一致で承認 

4､事務局末広さん使用の携帯電話の切替につ

いて､不具合があるため機種変更含めて切替

える→月々払いで 6000 円前後のものへ契約

変更 全一致で承認 

 

♦他クラブ例会休会及び変更 

茅ケ崎 RC 2/13(木)⇒2/15(土)14:00 点鐘 

   茅ヶ崎ｺﾐﾆｭﾃｨｰﾎｰﾙ 第 4GIM,6RC 合同例会 

     3/19(木) 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により) 

藤沢北 RC 3/20(祝) 休会、3/22(日)第 3G IM、 

   3/27(金) 振替休会⇒移動例会 3/29(日)RW 

 

♦次週予定 

2 月 17 日(月)卓話：川島社会奉仕委員長 車屋 

  

 

 

 

♦出席報告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦青少年交換留学生 松田旺大君（メキシコ） 

1 月レポート 

総合評価 5(良、楽しい)～1(悪、つらい) 

評価 (3)   

 1.健康状態 5(良)～1(悪) 

評価 (4)  

 2.学校の状況(現地語習得状況)5(良)～1(不可) 

評価 (3)  

 3.ホストファミリーとの関係 5(良)～1(悪) 

評価 (3)  

 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   

ダウン症の方々のために、王様の衣装を着て

プレゼントを配りました。(一月八日昼頃)   

 5.その他近況等の報告 

少しだけ友達が増えましたが、まだまだ努力

が必要な状態です。  

 

         

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 ３５名 ３名 ２１名(免２名含) ５６・７６％ ６０％ 

本日欠席者：大和田君、木本君、後藤君、陣内君、瀬戸君、沼野井君、羽原さん、前田さん、 

松尾君、松長さん、村井さん、森君、山田君、吉田君、メイク：小倉さん、外丸君          

スマイル BOX 

青木会長 

森井さん、40 周年の会議よろしくお願いします。 

新井幹事 

森井委員長、40 周年クラブフォーラムよろしく

お願いいたします。 

 

 

 

深井君 

森井さん、今日はよろしくお願いいたします。 

昨日は、東京九段（画廊）に久しぶりに行きオリ

ンピックの工事が色々な所でおこなわれていま

した。50 年ぶりに母校法政大学に行き、昔のイ

メージは何もなかったのには驚きました。 

 

スマイル BOX 本日￥3,000.- 累計\1,032,016.- 

https://yess.rijyec.org/mp/rijyec/
https://yess.rijyec.org/mp/rijyec/

