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＜会員増強 新クラブ結成推進月間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦会長挨拶           青木会長 

今日はチャーターナイトについてお話ししよ

うと思います。日本語では認証状伝達式の事を

言います。周年事業では記念事業として新クラ

ブ設立を行うことが良くあります。 

南クラブも西クラブの周年事業で設立されま

した。当時は 30 名以上の会員がいないと許可

になりませんでしたが、今では 20 名以上にな

ったようです。それに地区の区分も違ったので

私は近藤さんと川崎のクラブまでチャーター

ナイトの宣伝に行きました。 

当時、チャーターナイトに必ず出席するという

ロータリアンがいて話題になっていました。 

南クラブも来年 40 周年と言うことで本日はク

ラブフォーラムを行うことになっていますが、

思えばテニス教室、コミュニケートアクトクラ

ブや湘南在住新進画家絵画展など周年事業に

まつわる事業が思い起こされます。また記憶に

残る会員としては、いつでも卓話に穴があいた

とき率先して卓話をしてくれた産婦人科の宮

川先生や、青少年のテニス指導を 10 年以上も

続けてくれた川崎さん、コミュニケートアクト

を始めた今井さん、や長崎西クラブと姉妹クラ

ブになるきっかけを作ってくれた村田さん、等

が思い出されます。 

すでに他界された方も多いのですが、南クラブ

の中では忘れられない人たちとして語り継が

れていくと思います。また、新しく入会された

方々もこれからの南クラブの素晴らしい歴史

を残していってくれることでしょう。 

♦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） 

関根    4 日    高科    21 日 

前田    6 日        相原    30 日 

栗原    13 日    大和田   30 日 

高岡    31 日   （結婚記念日） 

            大和田   2 日 

            陣内    8 日 

            新井    15 日 

例会日■2019 年 8 月 5 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      前田幹事エレクト 

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 

＜クラブフォーラム＞創立 40 周年の件 

森井実行委員長 、各実行委員委員長 

閉会点鐘 ·········· 青木会長 

http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc


 

2 

藤沢南第 1768 回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

◆本日のプログラム 

卓話：＜クラブフォーラム＞創立 40 周年の件 

森井実行委員長 、各実行委員委員長 

 

 

 

青木会長からは、藤沢南ロータリー発足時のチ

ャーターナイトの様子や、発足 5 周年から 10

年も続いたテニススクールなどのお話を聞か

せていただきました。毎週日曜日のスクールを、

10 年も続けられたなんて、驚きと尊敬もって拝

聴致しました。 

 

 

米山奨学生のアクマドくん(あー君)に、奨学金

の授与とスピーチを頂きました。先日参加して

頂いた、ビーチクリーンがとても楽しかった事

と、米山奨学生となり、沢山のロータリアンに

応援と励ましをもらうこと、相談に乗って貰え

ることがとても心強く、励みになっているとご

挨拶頂きました。 

 

 40 周年記念事業実行委員長の森井会員より、

過去の周年事業についてのお話と、40 周年事業

の概要説明をして頂き、その後各担当委員長よ

りご挨拶を頂きました。 

タイミングよく、オリンピックと周年事業が重

なり、盛大に盛り上がりますよう協力して参り

たいと思います！ 

永松実行副委員長 

 

沼野井設営委員長 

 

山根接待委員長 
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高科記録・記念誌委員長 

 

深井親睦副委員長が8月19日(月)移動例会の件 

 

栗原会員 

 

♦定例理事会② 

議題 

1.2018~19 年度決算の件 

 ・本会計口座今年度へ繰越金 ￥939,808.- 

  本会計口座の代表者名を変更の件（承認） 

 ・内、ミサンガ基金残金 ￥182,800.-を 

 別口座開設の件（承認） 

・スマイル口座から本会計へ前々年度分 

  ￥380,008.-の振替の件はしない。 

  今年度から、社会奉仕 A/C の支出金額を

振り替える事とする。（承認） 

 ・本会計口座から積立口座へ ￥500,000.-

を振替えの件。（承認） 

2.その他 

 

 

♦他クラブ例会休会及び変更 

藤沢北 RC 8/23(金) 夜間移動例会 18 時点鐘 

      湘南ｸﾘｽﾀﾙﾎﾃﾙでのﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ(変更) 

      9/6(金) 夜間移動例会 植栽と食事 

        16 時開始 

          9/13(金)と 20(金)休会(細則による) 

  9/27(金) 振替休会 9/28(土)ﾎﾟﾘｵｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

かながわ湘南 RC 8/10(土)→8/11(日)移動例会 

 

 

♦次週予定 

8 月 12 日(月) ＜休会・お盆・定款により＞  

  19 日(月) 移動家族例会 海水浴 18 時点鐘 

      ＜海の家ﾋﾞｰﾁﾊｳｽ＞芝親睦委員長 

 

 

 

♦松田旺大君メキシコへ出発！ 

8 月 2 日成田空港～ 

 

いざ、メキシコ��に❗️ 

松田旺大君、1 年間の高校留学へ出発しました。 

 緊張する〜❗️と言ってましたが、この出発ゲー

トを入れば、後は 1 人での挑戦が始まります。 

 

「大丈夫、何とかなるから」メキシコ留学体験

者のRotexの蓑毛さらちゃんの頼もしいアドバ

イス。 

 

 素敵な出会いをいっぱい経験してね。1 年後の

成長を楽しみに待っています！  
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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 1 名含) ５８・３３％ ６７・５７％ 

本日欠席者：大和田君、後藤君、芝君、陣内君、瀬戸君、外丸君、中川君、羽原さん、松尾君、 

村井さん、森君、安田君、山田君、吉田君、湯浅君、  メイク：新井さん、木本君、          

スマイル BOX 

青木会長 

アクマド君、ようこそ。 

森井委員長 40 周年のフォーラム、よろしくお願

いします。 

前田幹事エレクト 

お世話になります。 

今日は新井幹事の代理です。 

よろしくお願します。 

倉田君 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

高科君 

結婚祝、ありがとうございます。 

クラブの先を見ての新会員の活躍を！！ 

願っています。 

 

高岡君 

誕生祝、ありがとうございます。 

今年の 2 月から毎週土曜日の午前中に 5 才と 4

才の娘をつれて囲碁教室に通いつづけて、ようや

く半年になりました。習い事でわからなかったこ

とが少しずつでもできるようになる。 

成長の実感という事が新鮮です。 

永松君 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

カンボジアより暑い日本で、すでに夏バテです。 

あー君も日本の方が暑いといっています。 

長谷川君 

今日は、35℃の猛暑日です。気をつけて下さい。 

ベースターズの勝利にスマイル。 

スイル BOX 本日￥7,000.- 累計\853,013- 


