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WEEKLY REPORT  第 1817 号

  

 

 
 

＜米山月間経済と地域社会の発展月間＞ 

＜創立 40 周年記念夜間例会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

16：30 集合 

17：00 集合写真撮影 

17；10 登録 

世界ポリオデー 藤沢南 RC40周年記念募金       

17：30 記念例会    司会 幹事 高岡輝征 

点鐘「開会宣言」   会長 湯浅博文 

創立 40周年 祝いの舞  『鶴亀』   

吉村流師範名取 榊 まい（羽原叔恵） 

17：40 会長挨拶          会長  湯浅博文 

      40周年実行委員長挨拶   

委員長 森井信太 

17：50 感謝状及び記念品贈呈 会長 湯浅博文 

   授受 チャーターメンバー 相原利夫  

山根博正 栗原義男 関根滋廣 青木小四郎 

             事務局  末廣恵子   

     

チャーターメンバー代表挨拶 相原利夫 

18；10  創立 40周年記念品贈呈    

40周年実行委員副委員長 永松秀行 

       会員代表授受 新会員 竹内陽子 

18：20  居合道 創立 40 周年記念演武 

      全日本剣道連盟居合 演武者   

信明館高科道場 館長 高科建治先生 

      解説 剣道錬士六段 阿部剣朗先生 

18；40  乾杯挨拶        相原利夫 

19：10  チャーターメンバースピーチ 

  山根博正 栗原義男 関根滋廣 青木小四郎 

20：40  閉会の挨拶 会長エレクト 新井智代 

 

♦会長挨拶          湯浅会長 

藤沢南ロータリークラブ創立４０周年記念例

会を開催するにあたり、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

 ４０周年記念式典を迎えるにあたり、森井信

太実行委員長を中心に２年前から準備を進め

て参りましたが、新型コロナ禍の中、大幅に式

典規模を縮小することになりました。 

しかし、４０年間の歩みを後世に残すためにも、

充実した記念誌を作ることにしました。40 年間

の当クラブの歩みや現会員の近況などが記載

された記念誌になりました。 

 

1. 藤沢南ロータリークラブは 1981 年 4 月 11

日に認証状伝達式を藤沢市民会館で行いま

した。チャーターメンバーは 35 名でした。

現在でも 5 名のメンバーが在籍しています。 

2. 1980 年 10 月 15 日に長崎西ロータリーク

例会日■2020 年 10 月 24 日(土) 会場■隠れ里 車屋 開会点鐘■17：30 

■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 ········· 湯浅会長 

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 ········· 湯浅会長 

各委員会報告 

本日のプログラム     下記の通りです 

閉会点鐘 ········· 湯浅会長 

http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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ラブと友好クラブの締結を行いました。 

3. 藤沢南ロータリークラブの主な事業実績は 

 （１）ジュニアテニススクールを毎週日曜日

早朝に開催。 

 第 6 代森谷吉一会長から第 17 代森井信

太会長まで実施。 

（２）コミュニケートアクトクラブを創立、

藤沢市内の中学生・高校生を公募して

ボ ランティア活動を行う事業を実施。 

第 18 代石井正一郎会長から第 26 代大

谷靖夫会長まで実施。 

（３）タイ・スリン県学童援助事業開始。国

際交流の一環として、タイ・スリン県の小

学生に奨学金支給のためのミサンガ基金

事業を始めました。 

 

第 34 代森井信太会長から実施され現在も継

続中。 

このように藤沢南ロータリークラブは、40 年間

様々な活動を通して地域や外国の皆様と交流

してまいりました。今後も青少年育成事業・社

会奉仕事業・国際奉仕事業を通し当クラブの人

材育成に努めて、活気あるクラブ運営をおこな

います。 

 

これまでお世話になった多くの皆様に感謝申

し上げるとともに全員一丸となって 50 周年、

60 周年へと進め

るように努力し

てまいります。 

最後になりま

したが、40 周年記

念例会実施まで

に、ご苦労をして

いただいた会員

の 

皆様や関係者

の皆様にお礼を

申し上げます。 

 

 

 

♦来賓ビジター 

アクマド君（米山奨学生・インドネシア） 

      

◆本日のプログラム   

2020 年 10 月 24 日(土)隠れ里 車屋さんに於い

て、藤沢南ロータリークラブ創立 40 周年記念

例会を開催致しました！ 

創立から 40 年を経て、尚、五名のチャーター

メンバーを擁する当クラブの記念例会では齢

90 になる相原会員より、当時の会報を復刻して

全会員にプレゼント頂き、創立時の状況、ご苦

労を伺いしる良い機会となりました。 

＜40 周年記念式典 挨拶＞ 

40 周年実行委員長 森井信太   

 
藤沢南ロ－タリ－クラブの 40 周年記念式典お

めでとうございます。  

40 才を迎えました。  

40 年支えていただきましたチャ－タ－メンバ

－の方々とクラブを支えていただいている末

広事務局に感謝いたします。 

そして会員皆様本日はありがとうございます。 

40 周年の実行委員会 永松・湯浅・高岡・青木・

入澤・新井・高科・沼野井・ それに相原・山

根 ありがとうございました。 

無事、本日を迎えることができました。感謝申

し上げます。 

記念式典は「祭りごと」であります。 

長崎のおくんちまつりで各町内の出し物があ

ります。 

出し物に必ず町内のお母さんと子供が手をつ

ないで歩きます。  
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お祭りは親子の絆、町内の絆を認識し強めてゆ

く祭典と確信しました。 

本日の式典も藤沢南ロ－タリ－クラブの創立

から 40 年目の日、将 

来の活力・希望に向かう分岐点の祭りの日です。 

「良い絆」になりますよう皆で祝い楽しみまし

ょう。藤沢南ロ－タリ－クラブの絆を大切にし

ましょう。おめでとうございます。 

相原利夫会員に湯浅会長から感謝状を贈呈 

 

チャーターメンバー5 名と事務局 

 

山根博正会員 

 

関根滋廣会員 

 

栗原義夫会員 

 
青木小四郎会員 

 

末廣事務局 

 

また、コロナ禍による自粛の為、来賓者やゲス

ト出演も断念せざるを得ない中、祝いの舞「鶴

亀」、日本刀を使った居合演武を披露して頂き

ました。 

 

 

創立 40周年 祝いの舞  『鶴亀』 

吉村流師範名取 榊 まい様（羽原会員）   
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居合道 創立 40周年記念演武 

全日本剣道連盟居合 演武者   

信明館高科道場 館長 高科建治先生（高科会員） 

 

 

 

才ある会員が在籍していることも、当クラブを

誇りに思えた瞬間です。 

2003 年より例会場として御世話になっている

車屋様からも、美味な日本酒や、国産松茸をふ

んだんに使用した豪勢な料理を御提供頂き、楽

しい記念例会に味覚の華がそえられました       

チャーターメンバーの懐かしい話、新しいメン

バーの今後のロータリー活動への決意表明、友

好クラブや退会された会員からの心暖まる電

報など、盛り沢山の言葉を心に刻みながら楽し

い記念例会となりました。 

 

 

 
次なる 50 周年を目指して、新旧メンバーと事

務局が力を合わせて藤沢南ロータリークラブ

を繁栄させ続けていきましょう    ㊗️   

   

竹内陽子会員へ永松実行副委員長から記念品 
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松長由美絵会員 

    

森薫雄会員 

    

安田庸秀会員 

    

山田秀幸会員  

  

中川貴博会員 

    

入澤淑江会員 

    

小倉惠子会員 

    

後藤康太会員 

    

永松秀行実行副委員長 

    
新井会長エレクト 
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♦本日、世界ポリオデー 

本日、創立 40 周年記念例会にて、世界ポリオ

デーに、募金を行いました。 

チャーターメンバーが、5 名もいらしてくださ

る、私達のクラブを誇りに思います。 

次の 50 周年、100 周年に向かい、コロナにも

負けず、勇気ある一歩を踏み出して参ります！ 

本日、募金額￥38,000.-でした。 

10/30 に(公)日本ロータリー財団へポリオプラ

スとして送金を致しました。 

   

   

 

 

♦出席報 

 

 

 

 

 

♦他クラブ例会休会及び変更お知 

大和 RC 11/3(火) 取止例会(文化の日) 

 11/10(火)振替休会 11/8(日)絵画コンクール 

 12/15(火)振替休会 12/13(日)クリスマス例会 

 12/29(火) 取止例会 

綾瀬 RC 11/3(火) 祝日休会(メイクの受付は

ございません) 

  11/24(火) 休会(クラブ定款により)(同上) 

寒川 RC 11/16(月) 11 日(水)ロータリーに泉

清掃活動 10 時点鐘 さむかわ中央公園 

 11/23(月) 休会(祝日) 

 

 

 車屋さんの菊池支配人へ蘭を寄贈しました。 

 
 

♦次週プログラム予定 

10 月 26 日（月 ＜振替休会・24 日創立記念＞ 

11 月 2 日（月） 卓話：栗原義夫会員、 

長谷川正明会員 

         定例理事会⑤ 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 ３３名(免２名含) ８９・１９％ ６４・８６ 

本日欠席者：大和田君、陣内君、瀬戸君、松尾君、        

スマイル BOX 

  

スマイル BOX 累計￥435,011.- 


