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♦会長挨拶           青木会長 

初めて会長を経験したのは 15 代の時です。そ

の時、初めて女性会員の入会が R.I.で認証され

ました。私は 10 歳の時父を亡くし、母が会社

を続けてきたので女性会員を是非入会させた

いと思い、皆さんの承諾をとるために努力しま

した。おかげで今、新井さんが幹事を引き受け

てくれたので、

あの時、女性

入会を許可す

ることができ

て本当に良か

ったと改めて

思いました。 

♦来賓ビジター 

ｱｸﾏﾄﾞ･ｼｪﾊﾌﾞﾃﾞｨﾝ君(米山奨学生･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 

♦お祝い発表 

（会員誕生日）    （配偶者誕生日） 

倉田    1 日    中川    2 日 

川島    5 日        吉田    8 日 

湯浅    6 日    （結婚記念日） 

山根    9 日    中川    2 日 

森     9 日    木本    8 日 

永松    15 日 

小倉    24 日 

松長    26 日 

◆本日のプログラム 

卓話：青木会長所信 

2 回目の会長の青木です。 

私は 32 歳の時に南クラブが創立し、主治医の

内科の先生からロータリーに誘われました。ロ

ータリーについて何も知識のない私はとても

不安でしたが、近所の同級生の親が同じロータ

リーに入るというのでいつも一緒に例会に行

きました。 

その人は初代会長で南ロータリーの歌の作詞

者である三觜博さんです。 

当時は特別代表の長谷川先生が毎回、ロータリ

ーの教えを話に来てくれていました。 

私が初めて委員長をやったのが職業分類でし

た。その時、長谷川先生から職業分類の大切さ

を熱心に教えられました。ところが時代が変わ

るとロータリーの規則も変わっていき、一業種

例会日■2019 年 7 月 1 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：青木会長所信、新井幹事挨拶、 

閉会点鐘 ·········· 青木会長 

http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc
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一人だったものが今では無制限に近くなって

しまいました。昔を思うと残念なことではあり

ますが、致し方ありません。 

当時、開会の点鐘は鐘が通例でしたが、南クラ

ブができた時に当時のガバナーからお祝いに

木槌を頂きました。今まで点鐘はこの木槌をず

っと使っていますが、木槌を使うのは南クラブ

だけです。 

私にできる役目として南クラブの歴史とロー

タリーの解説を新しく会員になった方々に解

りやすくお話しすることにしました。 

以前、私たちにロータリーを教えてくれた長谷

川先生に少しでも近づければという思いでや

っていきたいと思います。 

今日の月信の中にロータリーウオークの写真

が載っています。ちょうど幹事の新井さんが写

っていますが、その隣に千玄室氏が写っている

のを見て、今日、話したいと思っていた事が千

玄室氏にかかわることだったので、びっくりし

ました。 

昔、地区大会の卓話者として千玄室氏が招かれ

た時の演題が「寛容は不寛容に対して寛容であ

るべきか？」でした。私はこの講演を聞いたか

どうか憶えていませんが、その言葉に深く考え

させられました。一般社会で不寛容を寛容すれ

ば、犯罪が増えてしまいます。 

ではロータリーという決められた団体ではそ

れが可能になるのではと思えてきました。 

不寛容のいない寛容ある人たちの集まりはし

ごく居心地が良い団体になるだろうと思って

います。それが以前から「ロータリーは寛容が

重要だよ。」と先輩たちから言われてきた事に

通ずるものなのでしょう。 

ロータリアンは信用があると言われています

が、その信用を共有するためには個人個人がそ

の信用を守らなくてはならない義務を負って

いると思っています。 

追記 

今日は南クラブの初例会に 80％というめった

にない出席率を達成できたことに感謝します。 

また皆さんからの励ましの言葉はとてもうれ 

しかったです。 

いよいよ始まりました！ 

2019～2020 年度の 

青木小四郎会長年度が 

スタートです。 

 初回例会は隠れ里車屋 

さんで、相原さんにご 

挨拶をいただき、恒例の 

ノンアルコールビール 

で乾杯しました。 

 

前年度の木本幹事にバッジの贈呈。 

 米山留学生のインドネシアからの留学生アク 

マド君（アーク君）に奨学金の授与。 

 

 7 月のお誕生会員が沢山いるので賑やかにバ 

ースディソングを歌いあげました。 

 出席報告は新・例会運営委員長の高岡委員長 

で楽しくスマイル報告をいただきました。 

 

今年の国際ロータリーのスローガンは「ロータ 

リーは世界をつなぐ」です。「つながり」を大 

切にする 1 年間にしたいですね。 

 青木会長の新年度の初心表明では「不寛容を 

寛容する」というお話があり、ロータリアンと 

して寛容の心を忘れずに 1 年間楽しくクラブ 

を運営していきましょうと皆さんへの呼びか 
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けがありました。 

 新井幹事からも 1 年間皆様のお力を貸してい 

ただきたいとの挨拶がありました。 

藤沢南クラブらしい楽しい 1 年間にしていき 

ましょう！ 

 

 

♦定例理事会① 

第 1 回定例理事役員会 議事録 

開催日時：2019 年 7 月 1 日 

場所：隠れ里車屋 

出席者：青木会長・湯浅・小倉・森井・倉田・

芝・阿部・前田・永松・新井（記） 

議題 

１． ロータリーウォーク継続への意見聴取

の件 

・幹事新井より藤沢北西クラブの当番辞退

の経緯を説明→当クラブとしての意見は？ 

・初代大会委員長を担当したができればど

んな形でもよいので継続して欲しい（阿部） 

・一般募集なしで小さな規模でも 8 クラブ

懇親として行っても良いのではないか。ウ

ォーキング協会の力もお借りしながらも良

い（永松） 

２． 羽原会員の 6 か月休会（8 月～）の件 

・羽原会員から 6 か月休会の申し出がある

旨新井より説明→了承（全員一致） 

・休会期間の夜間例会の出席はいかがか？

（芝）→問題なし（全員一致） 

・夜間例会出席の際の例会費はどうする

か？（芝） 

→基本的に半額を目安として会長幹事と

協議の上つど決める（青木会長） 

３． 入澤会員よりメールでご提案頂いた消

防車寄贈の件 

・消防車ではなく救急車をカンボジアへ送

りたい。藤沢市から譲り受け送料のみの負

担となる予定、30 万円台で 2 台送れる。50

万あれば確実（永松） 

・40 周年記念事業として検討 (森井） 

４． 湯浅会員よりご提案いただいた英会話

継続の予算の件 

・現在英会話は湘南学園でも行っている。

今後の予定は 7 月 7 日、21 日。月 2 回とし

て講師費のみ 1 回 10,000 円なので、国際奉

仕・社会奉仕の費用から捻出できるはず。

今後の活動方針と予算についてはあらため

て皆さんにご説明する（湯浅） 

５． 創立 40 周年の積立金徴収の件 

・クラブフォーラムで改めて皆さんの意見

を伺いながらすすめる（森井）→8 月 5 日

をクラブフォーラムとする（倉田） 

６． その他 

・理事役員会の議事録を残すべきでは？（永

松）→対応していく（新井） 

・親睦委員会として 8 月 19 日に海の家で

親睦を行いたい（芝）→予定 OK（倉田） 

 

 

 

♦次週予定 

7 月 8 日(月) 卓話：小野良太郎様 

      (地区社会国際奉仕委員会委員長、 

         秦野中 RC・幹事様) 

       小倉会員の紹介  車屋 

  15 日(月) ＜祝日休会・海の日＞ 
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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 ３０名(免 2 名含) ８１・０８％ ６７・５％ 

本日欠席者：栗原君、陣内君、瀬戸君、松尾君、村井さん、安田君、山田君、メイク：入澤さん、          

スマイル BOX 

青木会長 

2 度目の会長です。アラ、イイ幹事とともに 1 年間よろし

くお願い致します。 

新井幹事 

2019~20 年度の幹事を努めさせていただきます。 

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

相原君 

新年度、青木会長新井幹事始め役員の方々一年間舟出頑張

って下さい。みんなでＲＣをエンジョイしましょう。 

阿部君 

青木さん、2 回目の会長職、お世話になります。 

青木会長、新井幹事、一年間楽しいロータリーライフを宜

しくお願いします。 

アー君、きょうは、ようこそいらっしゃいませ。 

小倉さん 

青木会長新井幹事、一年間よろしくお願い致します。♡♡ 

大和田君 

本年度もよろしくお願いします！ 

川島君 

青木会長新井幹事よろしくお願いします。 

木本君 

アーくん、ようこそ。青木会長新井幹事、1 年よろしくお

願い致します。また、昨年度大変お世話になりました。 

ありがとうございます。 

後藤君 

お世話になります。アーくん、ようこそ。 

入澤会長木本幹事、おつかれさまでした。 

本年度、青木会長新井幹事、よろしくお願い申し上げます。 

芝君 

新年度も宜しくお願いします。 

高科君 

青木会長新井幹事の出航をお祝いします。 

一年間よろしくおねがいします。 

 

外丸君 

お世話になります。青木会長、新井幹事、本年度一年宜し

くお願いします。 

中川君 

誕生日、結婚祝、ありがとうございました。本日、はじめ

ての出席になります。一年間、よろしくお願い致します。 

永松君 

お世話になります。 

青木会長、新井幹事、1 年間がんばって下さい。 

研修リーダーとして私はがんばります。ビテイコツがヒビ

いってるみたいで痛いですが、がんばります。 

あー君も勉強がんばってます。 

長谷川君 

新年度になり、青木会長新井幹事さん、宜しくお願い致し

ます。 

深井君 

青木会長新井幹事、1 年間よろしくお願いいたします。 

楽しい和やかな南クラブに！ 

前田さん 

お世話になります。新年度もよろしくお願い致します。 

松長さん 

誕生祝、ありがとうございます。 

皆様、これからどうぞ宜しくお願いします。 

森井君 

今年度、青木会長新井幹事様、どうぞよろしくお願い申し

上げます。楽しいクラブにして下さい。 

山根君 

青木会長新井幹事、1 年間たのしい例会にして下さい。 

ごくろう様です。 

湯浅君 

入澤、木本さん、大変にありがとうございました。 

青木さん、新井さん、本年度よろしくおねがいします。 

大いに頑張って下さい。そして楽しい一年にして下さい。 

 

スイル BOX 本日￥21,000.- 累計\838,013- 


