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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

いよいよ残る例会はあと 3 回となりました。 

本日は１年間お世話になりました委員長の皆

様に活動報告をしていただきます。何卒よろし

くお願いいたします。そして今年度ガバナー補

佐の椋梨AGがガバナー補佐幹事の吉野様と一

緒にご挨拶にいらしてくださいました。お忙し

い中をありがとうございます。次年度のガバナ

ー補佐は我がクラブから永松さんが就任され

ます。改めてそのご紹介・引継ぎも含めまして、

何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

一昨日の６月１１日土曜日、第２第３グループ

の合同事業となりますチャリティーコンサー

ト Hopeful Harmony が茅ヶ崎文化会館に

て開催されました。T テレビのハモネプにも出

演して活躍したアカペラグループが出演しま

したが、運営は青少年交換プログラムで派遣さ

れました学生のＯＢ・ＯＧが中心となりました。

700 人近いお客様にいらしていただき大変素晴

らしいコンサートとなり感動いたしました。チ

ケットの購入はじめ当日ウクライナへの募金

活動などはご参加・ご協力いただいた皆様本当

にありがとうございました。 

舞台裏で全てをとりしきってくださっていた

のが椋梨ＡＧで、さぞお疲れになったことと思

います。素晴らしい企画をありがとうございま

した。さて、本日はお願いごとを資料でお配り

しております。値上がりの夏、と言われて約

10,000 万品目以上の食品が値上がりすること

などがニュースでも報道されておりますが、車

屋さんのお食事代も少し上がることになりま

した。そこで ①出席の連絡は必ず返事を送る

こと…お返事が無い場合はお食事をご用意い

たしません。②キャンセルは必ず例会前週の金

曜日正午までに連絡すること以上 2点をお願い

したいと思います。無駄をなくして会費の有効

活用につなげたいと思う次第です。会員もどん

どん増えていきそうですし、自分一人くらい連

絡が遅れても大丈夫かなという意識は是非な

くしていただきたくお願い申し上げます。では

本日もよろしくお願いいたします。 

例会日■2022 年 6 月 13 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        

 我等の生業 

 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：今年度各委員会活動報告 

   各委員会委員長①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 

閉会点鐘 ·········· 新井会長 

http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp


 

2 

藤沢南第 1873 回 

回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

 

♦来賓ビジター 

椋梨兼彰ガバナー補佐様（藤沢 RC） 

吉野貴美 AG 幹事様（藤沢 RC） 

寺田有希様（髙岡会員ご紹介） 

◆本日のプログラム 

6 月 13 日(月）車

屋さんにて例会を

行いました。 

来賓ビジターは藤

沢 RC の椋梨ガバ

ナー補佐と吉野ガ

バナー補佐幹事、

そして高岡会員の

ご紹介の寺田有希

ドックトレーナー

でした。 

◇幹事報告 

11 日に第 2、第 3 グループ合同でのチャリティ

ーコンサートが行われました。 

チケットの販売等にご協力いただきありがと

うございました。 

すばらしいコンサートで感動いたしました。 

新規会員を入会させた後藤会員にバッチ贈呈

があります。 

   

財団から新井会長にバッチ贈呈があります。 

R 財団恒久基金寄付金＄1,000.⁻ベネフェクタ

ー授与。 

   

木本エレクト 

   

永松 AGE 

   

 

 
 

◇親睦委員会より 

最終例会は 23名参加日帰りが 2名になります。 

会費の支払いを末広さんにお願いいたします。 

次週 20 日は車屋さんにて例会を行います。今

週に引き続き、各委員会からの活動報告があり

ます。 

#車屋 #藤沢南ロータリークラブ #例会#藤沢

ロータリークラブ 
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♦202１～2022研修リーダー高科建治（8） 

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。 

国際ロータリーの長期計画

（Strategic Plan） 

RI 理事会は国際ロータリー

のために長期計画目標を承認しました。この長

期計画には７つの優先項目が含まれています、

各項目にはそれぞれ目標が定められています。 

１，ポリオを撲滅 

２，ロータリーに対する内外の認識と公共イメ

ージを高める 

３，他者に奉仕するロータリーの能力の増大を

図る 

４，質的にも量的にも会員組織を世界的に拡大

する 

５，ロータリー独特の職業奉仕への取り組みを

強調する 

６，国際ロータリー内の指導的才能を最大限に

活用し、育成する 

７，組織全体を通じて継続性と一貫性を保つた

めに、長期計画の手順を完全に実施する 

RI 長期計画の最優先項目はポリオの撲滅であ

り、本計画のほかの優先項目は、総合するとポ

リオ撲滅と等しい重要性を持っています。

（2003 年 2 月理事会会合、決定１９４号） 

ロータリーの１０徳   ロータリーの効用 

１交流関係が広くなる １ロータリーは心の友をつくる 

２，常識が広くなる  ２，ロータリーは人をつくる 

３，行儀がよくなる  ３，ロータリーは信用をつくる 

４，朗らかになる   ４，ロータリーは感動をつくる 

５，社交的になる   ５，ロータリーは夢をつくる 

６，顔に品がでてくる ６，ロータリーは青春をつくる 

７，几帳面になる   ７，ロータリーは平和をつくる 

８，話題が豊富になる      

９，健康になる 

１０，家族が喜ぶ 

最後になりますが、新入会員の皆様にロータリ

ーの１０徳・ロータリーの効用が身に付きます

ことを祈願して 2021～2022 年度ミニ研修を修

了致します。研修リーダー高科建治 

♦タイ・スリンへ時計を寄贈しました！ 

先日、湯浅会員主導で湘南学園の生徒さん達の

忘れ物の時計をお預かりし、クラブで追加を募

り集まった時計を電池交換して、タイ，スリン

県のシュラニポン先生に送りました。その時計

をシュラニポン先生が各学校に配ってくれま

した。いつも感謝してます。 

今回、タイで先生が受け取る時なんと、税金を

支払わなければならないと言う事がわかり、良

かれと思ってしたことがかえって、迷惑になっ

てしまったかと反省する出来事でもありまし

た。 

各国のそういった状況が日々変化してるので、

色々チェックする必要がありますね。 

 
 

♦他クラブ例会休会及び変更 

茅ヶ崎 RC 6/30(木) 休会（クラブ定款により） 

7/21(木) ➡ 7/18（月・祝）12:00 点鐘 

海の家 『夏俱楽部』 

（茅ヶ崎湘南ＲＣとの合同例会・ 

例会前に海岸清掃を行います） 

    7/26(木) 18:30 点鐘 コルティーレ

茅ヶ崎（直前会長・幹事慰労会） 

           ビジター費：5,000 円 

（慰労会のため特別会費になります。） 

♦次週プログラム 

6 月 20 日(月)卓話：今年度各委員会委員長 

活動報告② 職業奉仕、 

国際奉仕、青少年奉仕、米山奨学生、R 財団、

友好クラブ、研修リーダー、奉仕デー、 

各委員長 

       倉田プログラム委員長 車屋 
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♦出席報告 

 

 

 

 

椋梨ガバナー補佐様 

本日は最後のあいさつに来ました。 

1 年間ありがとうございました。 

吉野ガバナー補佐幹事様 

椋梨ＡＧ幹事の吉野です。年度末のごあいさつに

まいりました。お世話になりました。 

新井会長 

椋梨ＡＧ、よしのＡＧ補佐、寺田様、ようこそ。

委員長の皆様ご報告よろしくお願いします。 

芝幹事 

お世話になります。 

椋梨ＡＧ、吉野Ｇ幹事、寺田様、卓話よろしくお

願い致します。 

青木君 

椋梨ＡＧ、吉野ガバナー補佐幹事、ご苦労様でし

た。寺田様、ようこそ。 

入澤さん 

椋梨ＡＧ、吉野 AG 幹事、寺田様、ようこそ。 

大澤君 

1 年間お世話になりました。 

1 年分のスマイルをします。 

川島君 

椋梨 AG 補佐、吉野幹事様ようこそ。 

寺田様、ようこそご来場下さいました。 

木本君 

お世話になります。 

椋梨ガバナー補佐、吉野ガバナー補佐幹事、よう

こそ。1 年間おつかれ様でした。寺田様ようこそ。 

倉田君 

今日入れてあと 3 回、苦心続きのプログラム委員

でしたが、ようやく役目を終えることができま

す！うれしい（残念）です！ 

 

後藤君 

お世話になります。 

椋梨ガバナー補佐様、吉野様、ありがとうござ

います。寺田様ようこそ。 

髙岡君 

お世話になります。 

6/26(日)～6/27(月)の河鹿荘最終例会の会費 2万

円を本日又は来週の例会で末広様にお支払いく

ださい。 

竹内さん 

椋梨 AG、吉野幹事、寺田様、ようこそ。 

今日は暑くなりましたね。週末あそびすぎてち

ょっと疲れていますが、例会に参加すると元気

がでます(^_^) 

中川君 

お世話になります。 

椋梨 AG 様、吉野様、寺田様、ようこそ。 

永松君 

寺田様、ようこそ。 

椋梨 AG、吉野様、本日はありがとうございま

す。各委員長よろしくお願いします。 

森岡君 

6/7(日)広島で姪っ子の結婚式に行ってきまし

た。久しぶりのお祝いスピーチに少し緊張しま

したが、幸せオーラをもらって帰ってきました。 

安田君 

本日は梅雨のさなかの貴重な晴天です。 

椋梨さん、吉野さん、寺田さん、本日はようこそ

です。 

みなさん、本日もよろしくお願いします。 

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 ２６名(免１名含) ６８・４２％ ６９・２３ 

本日欠席者 大和田君、栗原君、菅原君、瀬戸君、馬場君、深井君、松尾君、松長さん、 

村井さん、森君、山田君、吉田君   メイク＝羽原さん、 

スマイル BOX 本日￥38,000.⁻ 累計￥831,019- スマイル BOX 


