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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

例会が始ま

る前にも皆

さんの会話

が華やいで

盛り上がっ

て活気があ

り、こうし

て通常の例

会が賑やか

に行われる 

 

 

ようになったことに大きな喜びを感じており

ます。 

さて、本日は沖縄について少しお話を申し上げ

たいと思 

います。昨日 5 月 15 

日に本土返還 50 周年を迎えた沖縄には、もち

ろんロータリークラブがございます。現在 11の

クラブがあり、石垣島には石垣 RC、宮古島に

は宮古島 RC があります。それぞれのクラブに

20 人以上、多くは 70 人近い会員がいて私たち

と同じように地域の子供食堂への奉仕活動な

どを行っています。インターネットで調べてい

ると各クラブの会長のご挨拶などが例会ごと

に会報として掲載されており、同期会長ですの

で読むと大変勉強になります。同じ思いで例会

を開催されている仲間が沖縄にもいることを

実感できて胸が熱くなります。 

実は地区は第２ゾーンの東京 RC や東京麹町

RC と同じ東京北部を含む第 2580 地区に沖縄

分区として属しています。つまり、地区大会や

ＰＥＴＳにはおそらく沖縄から東京まで足を

運ばれ、またクラブへのガバナー訪問は、東京

から第 2580 地区のガバナーが沖縄の各島へ向

かわれるようです。 

因みに東京の南側、東京銀座ＲＣや東京高輪Ｒ

Ｃが所属する第 2750 地区にはグアムＲＣやサ

イパンＲＣ、パラオＲＣなどが所属しています。 

世界には今110万人を超えるロータリアンがい

ます。ワールドワイドな広がりをなぜロータリ

ーは存続し続けることができるのでしょう

例会日■2022 年 5 月 16 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        

 それでこそ R 

 藤沢南 RC の歌       青木会員 

会長挨拶 ·········· 新井会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：後藤クラブ管理運営委員長 

趙劉興さん（米山奨学金 5 月分贈呈） 

湯浅研修副リーダー 

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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か？1905 年シカゴで始まったロータリーが

120 年近くその歴史を続けることができたのは

なぜでしょうか？ 

個的に少し思索いたしましたが、やはりその理

由は１．政治的なものと一定の距離をとってき

た、ということ。２．宗教的なものとも一定の

距離をとってきたことにあるのではないかと

考えました。そして第３にやはり職業奉仕の考

えは大変大きかったと思います、つまり単なる

ボランティアではなく、まず、自分のビジネス

の中で成功しようと努力すること、成功しつつ

もビジネスの中で不正を行わず、その過程や結

果の中で得た利益を社会に還元しようとする

姿勢、これはロータリーの職業奉仕ならでは取

り組みだったのではないかと思います。 

本日、卓話をいただく後藤会員は大きくビジネ

スで成功していらっしゃる方だ 

と認識しています。いろいろなことを学ばせて

いただきたいと思います。 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦来賓ビジター 

趙 劉興（ちょう りゅうこう）さん 米山奨学生 

   

◆本日のプログラム 

5 月 16 日（月）車屋さんにて通常例会を行いま

した。 

本日の来賓ビジターは米山奨学生の趙さん。そ

して本日の卓話は後藤会員でした。 

趙さんは現在就職活動をしており、本日も午前

中就職活動をしてから例会に参加してくださ

いました。 

お忙しい中ありがとうございます。 

■幹事報告 

次週は 5 月 23 日（月）3 クラブ合同夜間例会

になります。 

■各委員からの報告 

◇.プログラム委員より 

各委員の 1年間の活動を 6月の例会で報告して

いただきます。 

6 月 13 日は親睦、例会運営、プログラム、SAA、

公共イメージ、会員増強、社会奉仕の各委員長
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からの報告 

6 月 20 日は職業奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、

米山奨学生、ロータリー財団、友好クラブの各

委員からの報告 

になります。 

◇.親睦委員 

最終例会を河鹿荘で行うため、打ち合わせなど

をしてきます。 

卓話は後藤会員。ご自身の近況報告や会社の取

り組むなどについて 30 分間びっちりと話して

くださいました。 

また最後に宣伝として 5 月 18 日（水）17 時～

秩父宮体育館にて DEEP 湘南大会を開催する

とのお話をいただきました。総合格闘技のアマ

チュアの試合、アマチュアキックボクシングの

試合などが行われるので時間がある方はぜひ

お願いします。大人 2000 円、高校生以下 1000

円、小学生無料となっております。 

 

#藤沢南ロータリークラブ#車屋#DEEP 湘南#

アマチュアキックボクシング#アマチュア

MMA 

 

♦202１～2022 ミニ研修 湯浅博文 

スマイルについて 

⑴ スマイルで集まった金額は次年度以降の社

会奉仕のための予算として使用される。 

⑵ 会員数 50 名前後の頃のスマイル総額は

100 万円程度、会員数 40 名前後の近年の

総額は 40 万～60 万円くらいになってい

ます。 

⑶ 会員数が減少した年度もあり、スマイルの

金額を一般会計予算に振り替えた年数が続

いたこともありました。 

⑷ 新井年度・次年度の木本年度でスマイルの

使い道を明確にする予定です。 

何のためにスマイルを行い、その総額の使

い道を明確にすることが重要だと思ってい

ます。 

 

 

 

 

♦次週プログラム 

5月 23日(月) 点鐘 18:30  3クラブ合同例会 

 （藤沢西 RC、ふじさわ湘南 RC、藤沢南 RC） 

       ホスト：ふじさわ湘南 RC 

       於）片瀬江の島ｲﾙｷｬﾝﾃｨｰﾋﾞｰﾁｪ 
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♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

新井会長 

後藤様、卓話よろしくお願い致します。 

趙様、ようこそ。 

雨ですが明るく楽しい例会を本日もよろしくお

願いいたします。 

芝幹事 

後藤様、卓話よろしくお願い致します。 

趙様、ようこそ。 

青木君 

後藤さんの卓話たのしみです。 

入澤さん 

後藤様、卓話よろしくお願い致します。 

川島君 

後藤様、卓話よろしくお願い致します。 

木本君 

お世話になります。 

後藤様、卓話よろしくお願い致します。 

趙様、ようこそ。 

倉田君 

後藤様、卓話よろしくお願い致します。 

小林君 

お世話になります。 

後藤様、卓話よろしくお願い致します。 

趙様、ようこそ。 

誕生祝、ありがとうございます。 

後藤君 

お世話になります。趙君、ようこそ。 

髙岡君 

親睦委員の皆様、本日、例会後少々、最終例会

のことを打合せしたいのでお願いします。 

竹内さん 

後藤様、卓話よろしくお願い致します。 

趙くん、ようこそ。 

中川君 

お世話になります。趙様、ようこそ。 

後藤様、卓話よろしくお願い致します。 

永松君 

後藤カリスマ大社長様、卓話よろしくお願い致

します。チョウくん、ようこそ！ 

仲よく楽しみましょう。 

長谷川君 

後藤君、卓話よろしくお願い致します。 

馬場君 

後藤様、卓話よろしくお願い致します。 

羽原さん 

後藤様、卓話よろしくお願い致します。14日(土)

次年度幹事研修会に行って参りました。 

たんだん近づいてきてドキドキしております。 

安田君 

天気が良くないけど例会元気に盛り上げまし

ょう！！後藤さん、卓話楽しみにしていま

す！！チョウくん、ようこそ。 

一緒に盛り上げましょう！！ 

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 ３１名(免２名含) ７９・４９％ ５４・２９ 

本日欠席者 大和田君、瀬戸君、松尾君、村井さん、森君、森岡君、山田君、吉田君   

メイク＝松長さん、 

スマイル BOX 

スマイル BOX 本日￥17,000.⁻ 

5/13 本会計へ振替￥150,000.⁻ 累計￥767,019- 

 


