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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

コロナの新規感謝数が、やっと神奈川県でも

1,000 人を切

りましたので、

本日からはこ

の衝立の内側

のマイクの前

だけではマス

クを外してお

話させていた

だきます。 

 

 

いよいよ 6 月です。皆様に応援していただきな

がらやって参りましたが、今年度最後の 1 か月

となりました。残り数回の例会ですが最後まで

一生懸命務めさせていただきます。本日は次年

度会長の木本会長エレクト・次年度幹事羽原さ

んが次年度の方針をお話してくださいます。よ

ろしくお願いいたします。 

さて、今年度のメインの活動は「ロータリー奉

仕デー」の「カンボジアまごこころおとどけプ

ロジェクト」だったと思います。残念ながらコ

ロナの影響で企画した有森裕子さんの講演会

こそ、中止となってしまいましたが、阿部実行

委員長のもと、第３グループの 9 クラブ一致団

結して素晴らしい奉仕活動になったと思って

います。 

本日、大澤会員のお孫さんの鬼島さくらさんが

ゲストで例会にいらしてくださいました。さく

らさんは、このプロジェクトの話をお爺様であ

る大澤会員から聞いて、何かできることはない

だろうか…と考えて、自分から積極的に勉強し

たり学校に交渉したりしてくださったのです。

その結果、さくらさんの学校から多くの靴が集

まりカンボジアへ送ることができました。本日

はその活動に対して感謝状を贈呈したいと思

います。 

「感謝状    アレセイア湘南高等学校 鬼島

さくら 殿 

あなたはロータリー奉仕デー『カンボジアまご

こころお届けプロジェクト』において、在籍す

る高校へ積極的に働きかけるなど、活動の良き
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  ■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 ·········· 新井会長 

四つのテスト         芝幹事 

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 

4. か 

5. 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       川島会員 

会長挨拶 ·········· 新井会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：木本エレクト、羽原幹事エレクト  

   次年度活動方針など 

   鬼島さくらさんへ感謝状贈呈、 

閉会点鐘 ·········· 新井会長 

http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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模範となる足跡をしるされました。あなたの理

解力と行動力によってもたらされた成果で、多

くのカンボジアの子供たちが恩恵を受けまし

た。その真摯な姿勢に深く敬服し、ここに感謝

状を贈ります。令和 4 年６月３日 国際ロータ

リー第 2780 地区 藤沢南ロータリークラブ 

会長 新井 智代」 

鬼島さくらさんご挨拶「皆さんこんにちは。鬼

島さくらです。私はこの活動によって、ひとつ

のプロジェクトを成功させるために多くの人

が活動を支えているのだということを学ぶこ

とができました。本日は感謝状をいただき本当

にありがとうございます」 

ありがとうございます。そのひとことだけでも、

奉仕デーをやってよかったなと思えます。私に

も孫がおりますが、大きくなってさくらさんお

ように自主的に奉仕活動に参加してきてくれ

るようになったら大変嬉しいことだと思って

おります。ロータリーの精神が日々、周りの

人々に伝わるようにこれからも活動していき

たいと思います。 

 

♦来賓ビジター 

鬼島さくら様（大澤会員のお孫さん） 

 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）    （配偶者誕生日祝） 

新井        5 日  青木     6 日 

栗原    13 日 

（結婚記念祝）     倉田    28 日 

 安田      6 日   山根    15 日 

松長     14 日  陣内    25 日 

 

新井会長、お誕生日おめでとうございます！ 

  

◆本日のプログラム 

6 月 6 日（月）、本日は 6 月に入り 1 回目の例

会が車屋さんにて行われました。 

木本会長エレクト    羽原幹事エレクト 

   

 次年度、藤沢南ロータリークラブの会長に就

任させていただきます木本です。 

 ２０００年から続く新型コロナウイルス感

染症という未曽有の災害によって、世の中は驚

くようなスピードで様々な事が変化を遂げて

参りました。急速に普及した非接触、遠隔化を

可能としたデジタル化等は“NEW NORMAL”

の時代を迎えようとも変わることなく、新しい

社会環境・情勢へ当クラブも備える必要があり

ます。会員の皆様もコロナ禍になり『人とのつ

ながり』等、形式は関係なく何かしらとつなが

っているとより実感する場面が多いのではな

いかと思います。そこで私は今年度の当クラブ

のテーマを下記とし、皆様とともに力を合わせ

て活動していく所存です。 

 “LINK”には「～とのつながり、～をつなぐ、

～を連結する」等の意味があります。藤沢南ロ

ータリークラブはチャーターメンバーから新

会員、そしてその家族を含め、つながり続ける

関係性でありたいと思っております。 

テーマ：「つなぐ・つながりを大切に」 

L I N K 

理事・役員・各委員長の発表をします。 

・ガバナー補佐 永松秀行 

・副会長 新井智代 

・幹事 羽原淑惠 

・会長エレクト・クラブ運営カウンセラー  

後藤康太 

・奉仕プロジェクト担当 青木小四郎 
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・プログラム担当 竹内陽子 

・親睦担当 松長由美絵 

・SAA 担当 大澤尚武 

・会計 倉田裕一 

・会計監査・職業奉仕担当 髙岡輝征 

・副幹事・会員増強担当 安田庸秀 

・研修リーダー 入澤淑江 

・例会運営担当 中川貴博 

・公共イメージ担当 陣内隆行 

・社会奉仕担当 芝直也 

・国際奉仕担当 湯浅博文 

・青少年奉仕担当 川島進 

・米山奨学生担当 高科建治 

・ロータリー財団担当 阿部剣朗 

・友好クラブ担当 森井信太 

・クラブ戦略計画 木本己樹彦 

以上 

羽原幹事エレクト 

この場所で緊張しながらイニシエーションス

ピーチさせて頂いてから、10 年が経ちました。 

10 年前初めてお会いした小倉会員に「毎週車屋

でランチ食べられるから行こう」とお誘いをう

け、ロータリー生活が始まりました。 

二年目に新会員の集いに一泊で参加しました。

三次会までもりあがりましたが、その際一緒に

参加したメンバーはそこからずっと仲良くさ

せていただいております。 

 

本日の来賓ビジターは大澤会員のお孫さんの

木島さくらさん。 

 

とてもしっかりしていて、本当にすばらしいお

嬢さんでした。 

そして高科会員によるプチ研修「ガバナー補佐

の任務」についてお話いただきました。 

◇幹事報告 

次週から各委員による活動報告があります。 

◇親睦委員より 

今月に行われる最終例会は本日が締め切りと

なり、23 名の方が参加することになりました。

男性 17 名、女性 6 名です。 

◇プログラム委員より 

来週より各委員による活動報告があります。ま

だ報告書の提出がされてない方がいらっしゃ

いますので来週までには提出をお願いします。 

#例会#藤沢南ロータリークラブ#ロータリーク

ラブ#車屋#河鹿荘 

中川例会運営委員長スマイル発表 

     

♦202１～2022研修リーダー高科建治（7） 

新井会長よりミニ研修を入会 5 年未満の方へ、

ロータリーについてお話をという、依頼があり

ましたので、会員の皆様よろしくお願いします。 

ガ バ ナ ー 補 佐 の 任 務 （ Role  of  the  

Assistant Governor） 

ガバナー補佐はガバナー・エレクトにより任命

され、指定されたクラブの運営に関してガバナ

ーを補佐する責務を担う。全ガバナー補佐は、

指定されたクラブ

に対して、次のよ

うな支援を行う責

任があります。 

1.次期クラブ会長      

と会い、毎年クラ  

ブ・リー.ダーシッ

プ・プランの推進、

実施、見直しを行  
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い、クラブの目標について協議し、「効果的なロ

ータリー・クラブとなるための活動計画の指標」

を検討する。 

２.ガバナーの公式訪問に際して開かれる各ク

ラブ協議会に出席する。 

３.望ましくは 1 か月に 1 度、最低でもロータ

リー年度の各四半期に 1 度は、各クラブを定

期的に訪問をする。（会員増強の状態の確認）

等 

４.クラブが、ガバナーの要請や推奨事項を確実 

に実行するように奨励する。 

５.地区委員会の選考に関して次期ガバナーに

助言をする。地区大会およびその他        

の地区会合に出席するとともに、これらの出

席を推進する。 

６.必要であれば、地区活動や行事に参加する。

（IM を開催する） 

７.地区チーム研修セミナーに参加する。 

８.会長エレクト研修セミナーおよび地区協議

会に出席する。 

藤沢南ロータリークラブ・歴代ガバナー補佐

経験者 

１９９３～１９９４ 相原利夫会員 

１９９９～２０００ 石井正一郎会員 

２００４～２００５ 青木小四郎会員 

２０１０～２０１１ 高科建治 

２０１３～２０１４ 阿部剣朗会員 

♦定例理事会⑫ 

日時：２０２２年６月６日１３時３０分～ 

場所：隠れ里 車屋 

出席者：新井 芝 木本 湯浅 倉田 阿部 

安田 入澤 羽原 高科  

議題 

1.事務局末広様の今後の勤務に関して 

末広さんより状況説明 

年齢の問題と、磯子区に転居したこともあり、

パソコン等を持参しての事務局への出勤が

大変とのこと。 

新井会長より、原則在宅勤務で構わないので、

継続して頂きたいとの要望がありました。 

↑全会一致で承認しました。 

末広様より、今後のことも考慮して後任者へ

の引継期間を設けることを検討して頂きた

い旨、要望がありました。 

交通費や、自宅での通信費に関しては、後日

検討課題とすることになりました。 

2.その他 

入澤会員より 

奨学生の趙くんの箱根例会出席に関して提

案がありました。 

就職活動の為、例会に出席できるのが箱根の

最終例会になってしまうとのこと。 

クラブで費用負担をするわけには行かず、後

藤会員が個人的に負担してしまうと、次年度

以降も引受者が負担 

しなくてはならなくなってしまう可能性が

ある為、前例を作らないほうが良いであろう

と説明がありました。 

↑今回は遠慮頂いて欠席してもらい、来月２

ヶ月分の奨学金を渡すことを全会一致で承

認しました。 

末広様より出欠席の返答及び車屋へのキャ

ンセルに関して報告がありました。 

欠席の返答が遅いと、車屋へのキャンセルが

間に合わず、無駄な費用が掛かってしまうの

で対策を 

検討して頂きたいとの要望がありました。 

↑欠席する場合には金曜日の１２時までに

連絡をして頂く事を会員に周知し、出欠席の

回答が無い場合には 食事なしにすること

で、全会一致で承認しました。 

羽原会員より 

相原会員から、結婚祝いのお花に関して、配

偶者が居ない会員もいるので取りやめては

どうか。との提案があったとのこと。 

３大祝いに関しては自己負担となっており、

配偶者が居ない会員に関しては既に告知済

との回答が入澤会員よりありました。 

♦次週プログラム 

6 月 13 日(月)卓話：今年度各委員会委員長 

活動報告 

親睦、例会運営、プログラム、SAA、

公共イメージ、会員増強、社会奉仕委員会、  

       倉田プログラム委員長 車屋 
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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 

４０名 ３７名 ３名 ２８名(免２名含) ７１・７９％ ５１・３５ 

本日欠席者 青木君、大和田君、瀬戸君、髙岡君、沼野井君、松尾君、村井さん、森岡君、 

森君、山田君、吉田君   メイク＝後藤君、永松君、松長さん、 

新井会長 

木本様、羽原様、卓話よろしくお願い致します。 

鬼島様、ようこそ。むし暑いですが、本日も楽し

い例会にいたしましょう！ 

芝幹事 

お世話になります。 

木本様、羽原様、卓話よろしくお願い致します。 

入澤さん 

木本次年度会長、羽原次年度幹事、次年度楽しみ

にしております。 

川島君 

お世話になります。 

木本さん、羽原さん、頑張って下さい。 

木本君 

お世話になります。 

鬼島さくらさん、いつもお手つだいありがとうご

ざいます！木本、羽原さんとで話しますのでよろ

しくお願い致します。 

倉田君 

木本様、羽原様、卓話よろしくお願い致します。 

小林君 

お世話になります。 

木本様、羽原様、卓話よろしくお願い致します。 

 

中川君 

お世話になります。 

木本さん、羽原さん、卓話よろしくお願い致し

ます。鬼島さくら様、ようこそ。 

竹内さん 

鬼島さくら様、ようこそ。 

木本会長エレクト、羽原幹事エレクト、次年度

にむけたお話楽しみにしております。 

長谷川君 

木本会長、羽原幹事、よろしくお願い致します。 

羽原さん 

今日 よろしくお願いします。 

あたたかい目で見守り下さいませ。 

馬場君 

お世話になります。 

木本様、卓話よろしくお願い致します。 

深井君 

木本次期会長,羽原次期幹事ガンバッテ下さい。 

安田君 

今日から梅雨入りしたようです。 

鬼島さん、ようこそ。 

木本さん、羽原さん、卓話宜しくお願いします。 

スマイル BOX 
スマイル BOX本日￥14,000.⁻ 累計￥793,019- 

 


