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＜米山月間経済と地域社会の発展月間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦会長挨拶           青木会長 

10 月に入り、秋の気配が感じられるようになり

ましたが、今年は遅くまで気温が高い日が続い

ていますね。 

虫たちを見ていると温暖化の影響を人一倍感

じてしまいます。 

最近、南方系の昆虫が家の近くでも見られるよ

うになってきています。 

スウェーデンの 16 歳の女の子，グレタ・トゥ

ーンべリさんが温暖化について世界に発信し

た事でも大きなニュースになりました。 

 

冬に氷が張らないことやツララも見なくなっ

たこと夏が異常に暑かったことなどからも地

球の温度が上がっていることが感じられます。 

地面がコンクリートで固められ、草も生えなく

なったことも気温の上昇に大きくかかわって

いると思います。 

話は変わりますが、今年はスズメバチが多く発

生しているようです。夏に雨が多かったために

軒下に巣を作ることが増えたためらしいです。 

このスズメバチも冬には姿を消します。冬まで

集団で生きていけるのはミツバチだけです。 

冬の間は蓄えた蜜を食べて過ごしているから

です。人が通る場所から離れていれば襲ってく

ることは無いので、冬になったら巣は撤去して

も中に蜂はいません。 

今日、我が家のミツバチの巣の下からメンガタ

スズメの死骸を発見しました。 

この蛾はミツバチの蜜を舐めに来るのだそう

です。生きた姿が見たかった。 

例会日■2019 年 10 月 7 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 
 君が代 

 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：クラブフォーラム 

創立 40 周年森井実行委員長 

各実行委員委員長(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ) 

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 

アクマド・シェハブディン君（米山奨学生・ 

 インドネシア・湘南工科大学生） 

   

♦お祝い発表 

（会員誕生日）    （配偶者誕生日） 

友野    23 日    永松     7 日 

外丸    28 日        山田     9 日 

（結婚記念日） 

瀬戸     2 日 

長谷川   22 日 

山根    27 日 

◆本日のプログラム 

卓話：創立 40 周年森井実行委員長 

各実行委員委員長（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ） 

お疲れ様です。本日は10月最初の例会でした。 

 来賓ビジターはアー君。そして卓話は 40 周年

クラブフォーラムの実行委員長の森井様にお

話をいただきました。 

なんとここでおめでたい話が。。。。 

アー君から結婚すると報告がありました！！ 

おめでとうございます。幸せになってください

ね～ 

  

森井会員からは 40 周年位向けて各委員会で分

かれて打ち合わせをしてほしいとの話があり、 

各委員会で 40 周年に向けての打ち合わせを行 

いました。 

  

1 年後になりますが、きちんと準備をして盛大

に行いたいですね。 

 

ここからは業務連絡になります。 

10 月 11 日にさかねやにて 18:30 より親睦委員

会炉辺会合が行われます。（深井親睦副委員長） 

   

11 月 11 日に指名委員会が行われます。 

12 月 7 日に新会員の集いがあります。（3 年目

までの会員及び会員候補者が対象） 

日時:令和元年 12 月 7 日(土)14:00~20:00 

会場:藤沢商工会議所｢ﾐﾅﾊﾟｰｸ｣6F 多目的ﾎｰﾙ 

 内容:講演、ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、大懇親会、その他 
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♦定例理事会④ 

藤沢南 RC 第３回定例理事役員会 議事録 

開催日時：2019 年 10 月 7 日 

場所：隠れ里車屋 

出席者：青木会長・湯浅・森井・永松・倉田・

沼野井・阿部・新井（記） 

議題 

１． 次年度ロータリーウォークの件 

・会長幹事会より次年度以降のロータリーウォ

ークの開催についてクラブ内の意見をまと

めるよう要請があった。 

・7 年間続いたが、そろそろ開催を辞めても良

いのではないか？ 

・藤沢南として辞める方向で賛同する事とする。 

２． その他 

・退会した嶋﨑会員の会費未納分（253,000 円）

に関して→今後の例になるので免除はしな

いこととする。永松、外丸両会員が月に数回

会うチャンスがあり少額ずつでも良いので   

回収していく方向とする。 

・11 月 11 日プログラムが定時総会、指名委員

会の発足とする。地区ビジョンの説明は阿部

会員にお願いした。 

・40 周年日程は 11 月 7 日へ変更予定。招待客

は各クラブ会長・幹事、ガバナー、ガバナー

エレクト、ガバナー補佐は確定。そのほかは

今後も40周年実行委員会等で検討を進める。 

・2022 年～23 年 ガバナーノミニー選出・推

薦の件。本クラブでは該当候補者なし。 

♦他クラブ例会休会及び変更 

大和 RC 10/15、22(火) 取止め例会(祝日週)  

 11/12(火)振替休会 11/9,10 やまと産業ﾌｪｱに 

12/10(火) 12/8 交通事故撲滅大作戦に振替 

 12/17(火) 12/15 ｸﾘｽﾏｽ例会に振替 

 12/31(火) 取止め例会 

♦次週予定 

10 月 14 日(月) ＜祝日休会・体育の日＞  

   20 日(日) 第 2780 地区 地区大会 

      ホスト:相模原 RC、点鐘 12:30 

       場所:相模女子大ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ 

      大懇親会:18:15:小田急ホテル 

   21 日(月) 振替休会・20 日地区大会 

♦松田旺大君（青少年交換留学生・メキシコ） 

＜9 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 (2)  

体に疲れがでて、倦怠感があります。しかし

治ってきたので大丈夫です。   

2.学校の状況 (現地語習得状況)5(良)～1(可) 

評価 (2)  

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   1 回／月   

9 月初め頃、孤児院に行きました。 

Mazamitla trip 9 月 6 日〜8 日   

5.その他近況等の報告 

スペイン語では簡単なことしか言えません

が二ヶ月前よりは成長していると思います。

友人はまだ少ないですが関わってくれる人

もいます。   

 

 



 

4 

藤沢南第 1774 回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

 

 

 

 

♦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 ２５名(免２名含) ６７・５７％ ５９・４６％ 

本日欠席者：後藤君、芝君、瀬戸君、高科君、長谷川君、羽原さん、前田さん、松尾君、 

村井さん、森君、山田君、吉田君、  メイク：入澤さん、外丸君、中川君、  

スマイル BOX 

青木会長 

森井さん、40 周年のクラブフォーラム、よろし

くお願いします。 

アクマド君、ようこそ。 

新井幹事 

アー君、ようこそ。 

本日はクラブフォーラム宜しくお願い致します。 

改めましてアー君、 

ご結婚おめでとうございます！ 

 

永松君 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

40 周年のフォーラムよろしくお願いします。 

昨日、息子 1 号が移籍して初めてカンムリとり

ました。お祝いでのみすぎて二日よいです。 

スイル BOX 本日￥3,000.- 累計\899,016.- 


