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♦会長挨拶          青木会長 

皆さん、明けまして

おめでとうござい

ます。 

今日は職業奉仕に

ついてお話をしよ

うと思います。先日

のロータリー月信

を読んでいたら職

業奉仕の話題が中

心でした。 

 

昔から職業奉仕はわかりにくいとよく言われ

ています。社会奉仕やクラブ奉仕と違って委員

長になっても何をしていいかよくわからない

からだと思います。 

職業奉仕は目に見える奉仕と違って心（考え方）

の問題なのです。 

例えば悪い例を挙げると今、新聞で問題になっ

ている議員の賄賂の問題や大会社の役員が頭

を下げる場面など、そのような事にならないた

めの心の持ち方をロータリアンは持つべきで

あると言う事だと思います。 

また良い例としては最近、私の母に対して介護

士さんや看護師さんが思っている以上に親切

に対応してくれた事などは良い例でしょう。 

話は変わりますが、今年、初夢を見ました。2

日の明け方でした。 

大事な会合に DVD を持て来るのを忘れ、家ま

で取りに行ったら、帰り道を間違えてもう間に

合わないと後悔している所で目が覚めました。 

おみくじで凶をつかんだ心境です。でもきっと

これから良くなると考える楽観的な私です。 

♦来賓ビジター 

アクマド君（米山奨学生・インドネシア） 

 

例会日■2019 年 1 月 6 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 ········· 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 

 君が代 

 藤沢南 RC の歌 

ソングリーダー ······ 青木会長 

会長挨拶 ········· 青木会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：青木会長、新井幹事＜年頭挨拶＞  

＜乾杯、友野会員＞  

羽原会員の祝舞＜長唄・松の緑＞ 

アクマド君へ 1 月分米山奨学金贈呈 

閉会点鐘 ········· 青木会長 

http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc
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♦お祝い発表 

(会員誕生祝)         (配偶者誕生祝) 

長谷川    1 日 

森井     3 日  （結婚記念祝） 

高科    10 日   芝    5 日 

沼野井   18 日   森    17 日 

安田    23 日   森井   22 日 

相原    28 日 

 

◆本日のプログラム 

卓話：青木会長、新井幹事＜年頭挨拶＞  

＜乾杯、友野会員＞  

羽原会員の祝舞＜長唄・松の緑＞ 

新年あけましておめ

でとうございます。 

 本年の南ロータリ

ークラブは、羽原会

員による「松の緑」

の舞で晴れやかにス

タートをきりました。 

 千年の春を迎えて

なおも色褪せない松

の緑、 

 太夫の最高位であ

る松の位、 

いまは幼い禿が、や

がて松の位の太夫と

なり、身請けされ、

穏やかに年老いる 

 そのような人生の始まりを唄った、お祝いの

席に相応しい名曲と、優雅でいて迫力ある見事

な舞を披露して頂きました。 

 松の内の松飾りを見て、今回の演目を決めら

れたそうで、松飾りを飾らない家庭が増えてき

たと感じた羽原会員から、松飾りは年神様にい

らして頂くための目印で、おうちにいらしてく

ださった年神様が宿る場所が鏡餅です。と教え

て頂きました。 

 

 南ロータリークラブならではの、荘厳さと季

節感を頂きました。 

 

青木会長からは、職業奉仕についてと初夢のお

話をして頂きました。 

 一富士二鷹三茄子……とは、いかなかったそ

うですが、 

 皆さんが無事に新しい年を迎えられたことに、

ノンアルコールビールで乾杯致しました。 

 

インドネシアからの留学生、あー君は、ロータ

リークラブのクリスマス家族会が生まれて初

めてのクリスマス会でとても楽しかった事。 

日本とインドネシ

アのお正月の違い

(日本のお正月に

するお祝い事は、

断食後に同じ様に

ご馳走を食べたり

するそうです )を

話してくださいま

した。また、お正

月に久しぶりに新

婚の奥様と会えて、

夜は眠れなかった？！との発言にハラハラさ

せられてしまいました！原因は分からないと

言ってますが、嬉しくて興奮してしまったとい

うことでしょうか。また、先日インドネシアで

起きた洪水について、心配する声がありました

が、アクマドくん

の関係先は無事で

したと報告して下

さいました。 

オリンピックイヤ

ーである本年が皆

様にとりましてよ

り素晴らしい年と

なりますように祈

念申し上げます！ 
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♦定例理事会⑦1/6 議事録 

2019~20 年度 藤沢南 RC 第 7 回定例理事会 

 議事録 

開催日時：2020 年 1 月 6 日 

場所：隠れ里車屋 

出席者：青木会長・湯浅・沼野井・倉田・阿部・

永松・入澤・新井（記） 

議題 

1.ロータリー旗、国旗、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞの提案 

車屋さん出入りのｸﾘｰﾆﾝｸﾞ屋さん1枚2500円

で 1 週間→承認 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞをお願いする 

2.指揮棒の紛失について→探しなおしてなけれ

ば購入することとする 

♦他クラブ休会及び変更 

寒川 RC 2/3(月) 節分例会 12:30 点鐘 

     10(月)→15(土)第 4G IM 14:00 点鐘 

       於：茅ヶ崎市役所分庁舎 

     24(月)→休会（振替休日） 

大和 RC 1/14(火)→夜間例会 4RC 合同例会 

   1/21(火)→移動例会 大和環境管理ｾﾝﾀｰ見学 

   2/11(火)、3/17(火)→取止例会、祝日休会 

   3/10(火)→夜間例会 58 周年記念例会 

藤沢北西 RC 1/16(木)夜間例会、1/30(木)休会 

    2/20(木)移動例会、少年の森清掃移動例会 

♦次週予定 

2020 年 1 月 13 日(月)＜祝日休会・成人の日＞ 

  1 月 20 日(月)卓話：藤沢警察署生活安全課 

    防犯少年係 植田隆雅警部補様 

    テーマ＜振込詐欺の手口＞  車屋 

 

♦青少年交換留学生 松田旺大君(メキシコ) 

12 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 (3)  

 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 (4)  

 4.ホストロータリークラブとの関係 

例会出席回数   2 回／月   

12 月 17 日クリスマスパーティーに出席   

 5.その他近況等の報告 

特に無し   
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♦出席報告 

 

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３名含) ５５・２６％ ６６・６７％ 

本日欠席者：大和田君、小倉さん、川島君、木本君、後藤君、陣内君、瀬戸君、髙岡君、中川君、

前田さん、松尾君、村井さん、森君、森井君、安田君、山田君、吉田君、          

スマイル BOX 

青木会長 

新年あけましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いします。 

羽原さんの踊りを楽しみにしています。 

新井幹事 

皆様、新年あけましておめでとうございます。 

羽原さんの美しい舞で心清めて1年をはじめさせ

ていただきます。 

相原君、栗原君 

新年おめでとう。 

今年も皆んな元気で楽しくロータリーをエンジ

ョイしましょう。 

阿部君 

皆様、あけましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願い致します。 

今年の 10 月、40 周年事業、力を合わせて成功す

るようがんばりましょう。 

芝君 

明けましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願い申し上げます。 

羽原さん、楽しみにしています。 

外丸君 

新年おめでとうございます。 

本年も宜しくお願い致します。 

友野君 

会長、幹事、役員の方々、そして会員の皆様、 

あけましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

 

 

長谷川君 

新年明けましておめでとうございます。 

おだやかな新年を迎えることができました。 

本年は、ねずみの 6 回目の年男で心、新たにす

ごしたいと思っております。 

羽原さん 

あけましておめでとうございます。 

本日は新年より踊る機会を頂きありがとうござ

います。心をこめて踊らせて頂きます。 

深井君 

今年もよろしくお願いいたします。 

羽原さん、楽しみにしています。 

松長さん 

あけましておめでとうございます。 

本日の舞を楽しみに年を越しました。 

今年はオリンピックイヤーです。皆様、ご一緒に

盛りあげお願いします。 

山根君、沼野井君 

おめでとうございます。 

皆様に良い年になりますように。 

湯浅君 

明けましておめでとうございます。 

本年度もよろしくお願い致します。 

今年は、40 周年を迎えます。オリンピックと共

に記念の年が無事に終わるといいです。 

友野先生お久しぶりです。お元気でよかったで

す。 

スマイル BOX 本日￥24,000.- 累計\995,016.- 

 


