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♦会長挨拶         新井エレクト 

      

 

皆様、本当にお久しぶりです。 

やっと緊急事態宣言が解除されました。１２月

２２日の例会依頼３か月ぶりでこうして皆さ

んで揃っての車屋さんでの例会となりました。

やはり、実際に元気なお顔に会えることが本当

に嬉しいです。 

本日は残念ながら湯浅会長が御用のため欠席

されていますので、会長エレクトの私がご挨拶

をさせていただいております。 

実は、この「点鐘」の木槌を打ったのは今日が

初めてで何だかドキドキいたしました。 

後ほど、お時間をいただいて次年度の方針はゆ

っくりお話しさせていただきます。お祝い事な

ども多いため、最初のご挨拶はこれで簡単にす

ませていただきます。 

本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

  

例会日■2021 年 3 月 22 日(月) 会場■隠れ里 車屋 開会点鐘■12：30 

■http://www.fujisawaminami-rc.com 

■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 ······· 新井エレクト 

四つのテスト         髙岡会員 

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     コロナ禍で中止 

会長挨拶 ······· 新井エレクト 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：新井智代エレクト、 

創立 40 周年プロジェクト委員会解散宣言、 

森井実行委員長、 

閉会点鐘 ······· 新井エレクト 

http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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♦来賓ビジター 

椋梨 様（藤沢 RC・AG エレクト） 

アクマド君（米山奨学生・最終回） 

 

♦お祝い発表（1 月～3 月）    

 会員誕生日祝 配偶者誕生日祝 結婚記念日祝 

1 月 長谷川(1) 

森井(3) 

高科(10) 

沼野井(18) 

安田(23) 

相原(28) 

 芝(5) 

森(17) 

森井(22) 

 

2 月 吉田(19) 森井(7) 

関根(21) 

髙岡(2) 

深井(12) 

阿部(19) 

松尾(22) 

3 月 

 

入澤(5) 

松尾(5) 

沼野井(11) 

川島(11) 

松尾(13) 

後藤(18) 

芝(22) 

羽原(24) 

阿部(29) 

湯浅(1) 

吉田(30) 

 

    

     

  

   

 

◆本日のプログラム   

卓話： 新井智代エレクト 

３月２２日今年初の例会が開催されました。湯浅会

長が欠席の為、新井会長エレクトが初点鐘を行いま

した。沢山のバースデー祝い、そしてアーくんが奨学

生として最後の参加となり、感謝のスピーチをされま

した。 

卓話は新井エレクト。次年度の体制、抱負、熱い気

持ちをお話し下さいました。 

コロナ禍で 1月～3月まで例会中止が続きました。

その間に ZOOM例会を何度か開催しました。 
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カウンセラーの永松会員が、胸が熱くなったそうで

す。アーくんは就職で、相模原にお引越しの予定だ

そうです。いずれ、コロナが収まったらインドネシアで

結婚式をやりたいそうです。藤沢南ロータリークラブ

全員を招待してくれるそうです(^^)。 

来賓で椋梨 AGがご参加くださいました。 

次回例会は４月５日 車屋で開催予定です。 

 

 

 

 

♦アクマド君ご卒業おめでとうございます 

2 年間藤沢南ロータリーで米山奨学生として勉

強していたアクマド君が先日ロータリー米山奨

学生の卒業式でした❗️ 

湘南工科大学校で良い成績を収めて本当に優秀

な子で藤沢南ロータリークラブの誇りです。 

あとひと月でお別れだと思うと少し悲しいです

が一生のおつきあいになると思うので我慢我慢

^_^ (2/24) 

 

 

♦救急車寄贈プロジェクト 

5年前に続き藤沢南ロータリークラブ経由で藤沢市

と藤沢市長にご協力頂きカンボジアへ救急車を寄贈

致しました  

藤沢市の救急車の性能に装備が大変良いと凄く喜

んで頂いています。 

この救急車で沢山の方の命と健康が守られると思う

とロータリアンとして誇りに思います。 

緑色もかっこいいですね  

FUJISAWA と書いてあるままに走り回ってカンボジア

ではきっと藤沢市のことを知ってくれる人が増えると

思います。 

この様な活動もしています。一緒に活動する方を大

募集です  

よろしくお願いします。 
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♦出席報告 

♦次週プログラム予定 

3 月 29 日（月） ＜休会・定款により＞ 

 4 月 5 日（月） 卓話：山田会員、村井会員 

          定例理事会⑩ 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 

３９名 ３６名 ３名 ２３名(免２名含) ６０・５３％ ８３・７８ 

本日欠席者 大和田君、木本君、後藤君、芝君、陣内君、瀬戸君、沼野井君、羽原さん、馬場君、 

松尾君、村井さん、森君、安田君、山田君、吉田君、  メイク：青木君、湯浅君        

スマイル

BOX 

椋梨 様（藤沢 RC・ガバナー補佐エレクト） 

緊急事態宣言後の初の例会に参加できましてうれしく思い

ます。本日よろしくお願い致します。 

新井エレクト 

椋梨様、アークン、ようこそ。皆様、本当にお久しぶりで

す！本日はよろしくお願いいたします。 

髙岡幹事 

お世話になります。 

新井エレクト様、卓話よろしくお願い致します。 

椋梨 AG エレクト様、ようこそ。 

久しぶりに皆様と顔を合わせることができうれしく思って

います。宣言は明けましたが、ひきつづき感染対策に気を

つけたいと思います。 

相原君 

みなさん、コロナに負けず元気で出席されてなによりのこ

とです。まだまだ自粛が必要です。頑張りましょう。 

40 周年森井委員長さんご苦労さまでした。 

阿部君 

椋梨ガバナー補佐エレクト様、一年間ご指導宜しくお願い

致します。田島ガバナー年度は IM 担当が、藤沢南クラブ

になっています。ただ、田島年度は RI 会長の要望で IM で

はなく「ロータリー奉仕デー」をやってほしいとのこと。

ご指導をお願いします。妻の誕生日祝い有難うございます。 

入澤さん 

アークン、ようこそ。誕生祝、ありがとうございます。 

川島君 

妻の誕生祝、ありがとうございます。 

コロナで皆様お久しぶりです。感染しないように頑張りま

しょう。アクマド君、椋梨様、ようこそ！ 

 

竹内さん 

皆様お久しぶりです！例会再開うれしいです。 

新井エレクト、卓話よろしくお願いします。 

中川君 

アー君、ご卒業おめでとうございます。君に幸あれ！！ 

永松君 

新井様、卓話よろしくお願い致します。アー君、ようこそ。 

アー君のカウンセラーも本日で終了です。寂しいですが一

生のつきあいですね。地区の委員長もあと 3 ヶ月で終了。

色々とあり激しく活動して、ひと区切りつけようと思って

います。次年度は椋梨 AG なので、第 3 グループも盛り上

がると思って楽しみにしています。うちの新井次年度会長

は怖いので気をつけて下さい。 

長谷川君 

皆様、大変おひさしぶりです。お元気ですか？ 

皆様にお会いできる事が嬉しく思っております。 

深井君 

久しぶりの例会。今年もよろしくお願いします。 

新井さん卓話楽しみにしています。 

松長さん 

アー君、ようこそ。ご卒業おめでとうございます。 

皆様、お久し振りに再会できとても嬉しいです。 

森井君 

お久しぶりです。椋梨さんようこそ。アクマド君これから

も元気で！コロナに注意しましょう。40 周年実行委員会

も終了となります。皆様ありがとうございます。 

山根君 

皆様、お元気ですか。まだまだ気をつけましょう。 

ｽﾏｲﾙ BOX 銀行利息￥2.- 本日￥15,000.- 累計￥546,013.- 

  


