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♦会長挨拶           青木会長 

風邪が流行っていますので皆さん、気を付けま 

しょう。 

 

私は 1週間前に罹った風邪が快方には向かって

いますが、咳が止まりません。 

昨日、米山の国際交流会で二宮に行ってきまし

た。そこでは西クラブの遠藤会員が迎えてくれ

ました。米山の学生たちはそれぞれ自分の国の

得意料理を作って待っていてくれました。 

我々はお皿を持って好きな国の料理を食べる

ことができます。南クラブの米山の学生アクマ

ド君もきてナシゴレンを作ってくれました。特

に興味のあったアラビアの国の料理は大きな

生春巻きの皮で野菜を巻いたような食べ物で

した。そしてアラビアコーヒーも初めて飲みま

した。見た目はミルクティーの色で飲んでもコ

ーヒーの香りはほとんどしませんでした。やが

てビンゴが始まり、大きな商品をとったアクマ

ド君は私の所に来て、「これ青木さんにあげま

す。」と言う。訳を聞くとシュウマイだったの

ですが豚肉が入っているから食べられないと

言うことでした。そこで私のとったお菓子と交

換しました。 

先日、会長幹事会でかながわ湘南 RC の会長か

ら卓話を頼まれました。入澤さんから勧められ

たそうです。自分の話を面白いと思ってくれる

人がいると言うのはとてもうれしいです。 

今日は地区の増強委員長である三澤様の卓話

ですが、自分の好きなことが話せる嬉しさと違

い、地区の仕事で卓話をするご苦労は大変なこ

とだと感じています。さて私からのお願いです。 

40 周年までに 40 名に南クラブがなるように全

員で頑張りましょう。 

例会日■2019 年 11 月 25 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 ······· 川島会員 

会長挨拶 ·········· 青木会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：三澤京子様（寒川 RC・地区会員増強維

持委員会委員長） 

   倉田プログラム委員長 

閉会点鐘 ·········· 青木会長 

http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc
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♦来賓ビジター 

三澤京子様(寒川 RC・地区会員増強維持委員会委員長) 

◆本日のプログラム 

今月最後の例会が車屋さんで行われました。も

うすぐ 12 月。本当に時間がたつのが早く感じ

られるようになってしまいました。 

 今年もあと残り１か月ですね。やり残したこ

とがないように過ごしていきたいと思います。 

来賓ビジターは寒川ロータリークラブの三澤

様。会員増強・会員維持委員会もされており、

今回は会員増強の必要性について話をしてく

ださいました。 

 

 

 

 

 計画を立てて、クラブの理想像に具体的なイ

メージして具体的な会員増強計画を立てるこ

とが大事。 

 

例えば 40 周年を迎えるにあたって○○人増や

すなどの目標を立てるなど・・・ 

選挙人名簿あたり5.8%。多いいクラブは11.8％

なのでまだまだ増強できるなど具体的なお話

をしてくださいました。 

 

 三澤さまありがとうございます。 

 

 

連絡事項です。 

マイロータリークラブの登録がまだまだです。

登録よろしくお願いいたします。 

ガバナー月信 11 月号の P15 にある「地区から

のお知らせ：日程の変更に」に不備がありまし

た。1 月 19 日（日）ではなく 12 日（日）にな

ります。 
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♦他クラブ例会休会及び変更 

藤沢北 RC 11/22(金) 振替休会→24 日剣道錬成大会 

    11/29(金),12/13(金), 12/27(金)休会 細則による 

     12/20(金) 振替休会→21 日 X マス例会  

    1/3(金) 休会 お正月休会 

茅ケ崎 RC 12/19(木) 17:15 点鐘 ﾋﾞｼﾞﾀｰ費 10,000 円 

       ｺﾙﾃｨｰﾚ茅ヶ崎(例会後,親睦 X マス家族会) 

     12/26(木)、1/2(木)休会(ｸﾗﾌﾞ定款により) 

藤沢RC 12/11(水) 移動例会(米山記念館見学と夜間例会) 

    12/18(水) 夜間例会 X ﾏｽ家族会(ｸﾘｽﾀﾙ H,18:00) 

        12/25(水)、1/1(水) 休会 

    1/8(水) 夜間例会 新年会(湘南ｸﾘｽﾀﾙﾎﾃﾙ 18:00~) 

藤沢北西 RC 12/12(木) 移動例会(こぶし荘植栽) 

 12/19(木) X ﾏｽ夜間例会 17 時点鐘、1/2(木)お正月休会 

♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦定例理事会⑤ 

議題 1、車屋さんの食事代値上げの件 

    現在＠2,600 円→100~200 円値上げ 

   2、前田会員の休会の件 

   3、その他 

 

♦次週予定 

12 月 2 日(月) 卓話:アクマド君（米山奨学生・ 

       インドネシア・湘南工科大学） 

       永松カウンセラー 

       定例理事会⑥  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 

３８名 ３５名 ３名 ２３名(免２名含) ６２・１６％ ６１・１１％ 

本日欠席者：大和田君、木本君、後藤君、瀬戸君、中川君、永松君、羽原さん、前田さん、松尾君、 

松長さん、村井さん、森君、安田君、山田君、吉田君、 メイク：外丸君、前田さん、          

スマイル BOX 

三澤京子様（寒川 RC・地区会員増強維持委員長） 

RI 第 2780 地区会員増強・会員維持委員会の卓話

でおじゃましております。三澤です。 

車屋さんでの例会は、素晴しいですね。 

昼のここからのお庭も拝見出来てきれいですね。 

これからも宜しくお願い申し上げ万寿。 

青木会長 

三澤様、卓話よろしくお願い致します。 

当年度は南クラブ 1 名も増強できていないので 

心苦しく思っている所でした。 

新井幹事 

三澤様、卓話よろしくお願い致します。 

三澤様、地区の増強維持委員会 委員長として 

本当はお忙しい中ありがとうございます。 

勉強させていただきます。 

川島君 

ロータリー増強委員会委員長、三澤様、卓話よろ

しくお願い致します。 

 

阿部君 

三澤さん、楽しみにしています。 

藤沢南クラブももう少し増強ができるといいな

と思っています。ご指導宜しくお願い致します。 

倉田君 

三澤様、卓話よろしくお願い致します。 

高岡君 

三澤様、卓話よろしくお願い致します。 

認知症対策のために「家族信託」という制度があ

ります。とある会でその家族信託のセミナーの講

師の話をうけてしまい、90 分話すために猛勉強

しています。 

その関係上、詳しくなったのでご興味ありました

らお声掛け下さい。 

長谷川君 

三澤京子様、卓話よろしくお願い致します。 

 

スマイル BOX 本日￥9,000.- 累計\950,016- 


