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♦会長挨拶         新井会長  

皆様こんにちは。 

4 月に入って３回目の車屋さんでの例会が実現

しております。本日もお集りいただきありがと

うございます。 

4 月は新学期の季

節。本日は新しい

米山留学生の趙君

が初出席してくれ

ています。趙君、藤

沢南ロータリーク

ラブへようこそ。

中国と日本の懸け 

 

 

橋となって、国を超えた絆や信頼関係を結ぶこ

と。人と人の繋がりの中で平和を実現していく

のがこれからの趙君と私たちの務めです。１年

間楽しくやっていきましょう。 

本日の卓話は友好クラブ委員長の森井さん

にお願いしております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

実は私はロータリークラブに入会したのは

2012 年なので、今年で丁度 10 年になります。

入会した後、どなたもおそらく一度は「もうロ

ータリーは続けられないかな？」と悩む時期が

おありなのではないかと思います。私も入会の

翌年どうしようかとまごまごしていた時、当時

２度目の会長になられた森井さんから「新井さ

ん、国際奉仕委員長をやらないか？」とお話が

ありました。まだ２年目でとてもそんなことは

無理です、とお話したのですが、「大丈夫、助け

るからやってごらん！」と背中を押していただ

きました。 

クラブで委員長になると地区・研修協議会と

いうものに参加します。今年も 4 月 29 日に次

年度の委員長さんを対象に「地区・研修協議会」

が開催されます。対象の方はぜひご参加下さい。 

私は初めて、地区・研修協議会というものに

出た時は、もう本当にびっくり！いたしました。

ロータリーは何てすごいんだろう！こんなに

も多様な奉仕活動をいろいろなクラブが世界

中で行っているのか…？！とまさに衝撃を受

けました。あの地区研修協議会に出たことで、

国際奉仕の活動を充実させたいと強く思うよ
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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        

 奉仕の理想 

 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：森井友好クラブ委員長  

   倉田プログラム委員長  

閉会点鐘 ·········· 新井会長 
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うになり、のちに青木さんからご指導をいただ

きながらタイのミサンガ基金を立ち上げるこ

とになりました。その後、地区の国際奉仕委員

会に出向したこと、そのことが結果として地区

の青少年交換委員を長くお引き受けすること

にも至ったと思っています。 

つまり、森井さんがあの時、私に挑戦させて

くださらなかったら…私はロータリークラブ

をたぶん辞めていて、今の自分のロータリーラ

イフは無かったと思う次第です。森井さんには

その後も多くのご指導をいただいており心か

ら感謝申し上げております。ありがとうござい

ます。本日は卓話を楽しみに伺います。 

♦来賓ビジター 

久保田 和美様（永松会員のご紹介） 

趙 劉興（ちょう りゅうこうさん・米山奨学

生） 

 

♦米山奨学生・趙 劉興（ちょうりゅうこう）君 

1 年間(2022 年 4 月～2023 年 3 月)宜しくお願

いします。 

慶応義塾大学（藤沢）4 年生。後藤カウンセラ

ーと 

  

 

◆本日のプログラム 

4 月 18 日通常例会 於 車や 

本日は、米山奨学生の趙くんが初めて例会に出

席してくれました。後藤カウンセラーのご挨拶

の後自己紹介を。現在は大学 4 年生なので、研

究と就活が同時進行でとても忙しいそうです。

奨学金を活かして、頑張ってくださいね！ 

鵠沼でリラクゼーションサロンを経営なさっ

ている、久保田様がお見えになりました。 

ぜひ、南ロータリークラブへお待ちしておりま

す！ 

ミニ研修は湯浅会員から。 

    
藤沢南ロータリークラブと姉妹クラブである、

長崎西ロータリークラブについて教えていた

だきました。 

藤沢市と長崎市は、人口規模やロータリークラ

ブの数など類似していて、これからも相互交流

を深め良い意味で刺激し合っていってほしい

お言葉でした。 

 

本日の卓話は、森井会員。 

   

コロナ禍の 2年間の出来事を、ご自身の体験や、

南ロータリーとしての視点でお話しください

ました。 

コロナ禍で、年間行事の予定を立てるのが困難

な中、南ロータリーでは、周年行事とクリスマ

ス会を開催することができました。 

新井年度になっての例会も、最初に 2 回開催で

き、その後 zoom 例会を挟み、今日で 13 回目

の通常例会となります。 

ロータリー奉仕デーでの靴集めでは、多くの学

校に協力頂き、とてつもないパワーを感じまし

た。 

新井会長の生き方を見せて頂いたような気が
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します。ご両親を亡くされたばかりの大変な時

でしたが、立派にリーダーシップを発揮して頂

きました。 

また、コロナ禍に、関根元会員の訃報が届きま

した。 

弔問に伺うと、クラブの集合写真を遺影になさ

っていました。ロータリーが生き甲斐だと、最

後まで仰ってくださったそうです。 

卓話は、長崎西ロータリークラブについて。 

友好クラブになった経緯や、周年のお祝いに伺

った時の、おもてなしの数々。 

長崎西ロータリークラブのパワーの凄さなど、

お話しくださいました。 

次の我がクラブの周年事業には、多くの長崎西

の皆さんをお招きして、盛大におもてなしのお

返しをしたいですね。 

新井会長挨拶 

趙くん、はじめまして。 

これから日本と中国の架け橋として、活躍され

ることを願っています。 

入会 2 年目くらいまでは、ロータリーを続ける

事に悩んだ時期もありましたが、3 年目で委員

長を任せられ、地区研修で学ぶ中で、ロータリ

ーの素晴らしさや凄さを知っていきました。少

しでも役に立てるように、先輩方にご指導頂き

ながら頑張ってきました。当時は森井会長でし

たが、チャンスを頂きずっと感謝しています。 

4 月 15 日 2 グループ合同新会員の集いに参加

した、安田会員から報告がありました。 

他グループの集いはウェブ開催となるなか、リ

アル開催出来、他クラブの皆さんとの交流が楽

しすぎて、飲みすぎてしまいました。他クラブ

の様子を聞く、良い機会でした。地区副幹事を

仰せつかり、ロータリーへの理解が深まりまし

た。ロータリーを推進する力を、しっかりと養

いたいです。 

阿部会員より、今月のロータリー月信の地区戦

略の記事にインタビュアーとして載っていま

す。 

その他、合同チャリティーコンサートのチケッ

ト、購入希望数を受け付けています。 

 

友 好 ク ラ ブ 委 員 会                      

森井信太 

新型コロナは 2019 年１月青木年度から新コロ

ナ感染症始まり、2020 年湯浅年度は後半、１月

から 3 月 15 日まで緊急事態宣言、車屋の都合

で例会中止となり、4 月は何とか、5 月は中止。 

6 月例会できましたが最終例会の恒例の河鹿荘

の打上例会は中止でした。 

４０周年事業も縮小して 10 月、車屋でチャ－

タ－メンバ－と末広事務局に感謝状と車屋料

理ので会員だけでしたが素敵な式典ができま

した。 

2021 年新井年度は今日まで中止は 0 回、ズー

ム例会 18 回、車屋での例会は 13 回です。 

車屋で初例会２回で、7 月 19 日から 10 月まで

蔓延防止期間のため車屋での例会は中止とな

りズーム例会がはじまりました。 

11月から 2022年 1月の初年度例会まで通常例

会、1 月 24 日から 3 月１４日までモニター例

会となりました。  

そんな中、関根慈廣元会員が２月２５日亡くな

りました。 80 才、ロ－タリ－が生きがいで遺

影は 40 周年記念の集合写真でした。 

当クラブと縁の深い茅ケ崎ロ－タリ－の池上

實さんも 87 歳で２月２日に亡くなりました。 

そして、新井会長の父・母が亡くなる。97・94

才で 1.5 ケ月の間にでした。 

夫婦仲よく素晴らしい家族であったと思いま

す。 

新井会長の運の強さは両親との環境が育てら

れたと思います。 

その運の強さは７月初例会はでき、12 月クリス

マス例会はコロナ感染も落ち着き盛大に家族

ともども楽しいひと時。新年初例会で奉仕デイ

活動に大澤会員のお孫さんがカンボジアへの

靴集めで学校を動かし、大和田会員が多額の R

財団寄付等、奉仕をテーマで素晴らし新年例会

でした。   

阿部委員長永松副委員長の第三グループ行事

の奉仕デイ「ロ－タリ－カンボジアまごころお

届けプログラム」も無事に進行しています。 

コロナ稼の合間、年間の行事が中断なく進めら
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れているのは新井会長の育ちの良さとリーダ

－シップの素晴らしさがもたらしていて例会

も充実しています。  

本題に入ります。 

1990（平成 2）年 10 月 15 日銀座アスタ－で 10

周年記念式典にて友好クラブとして調印式で

友好クラブの締結をした時に始まります。 

当時の藤沢南ロ－タリ－クラブ（平均年齢５３

才）は創立 10 年、中野大三郎、森井信太幹事、

山田克彦実行委員長、会員数 45 名当時の長崎

西ロ－タリ－クラブは創立 6 年、粟村知会長 

島崎義忠幹事、会員数 51 名長崎西ロ－タリ－

クラブは 1984 年 10 月 2 日創立 25 名 野口

源一郎会長 泉茂勝幹事 

現在、チャ－タ－メンバ－1 名 会員 37 名性

会員 1 名） 

10 周年記念事業 暗くなると明かりがつく公

衆電話ボックスの設置 

鎖国状況の江戸時代に海外との窓口で、日本の

夜明けの地である長崎の明かりを期した記念

事業を始め、海外留学生交流、ロ－タリ－世界

大会への積極的な参加を行う活発なクラブで

す。 

海星学園インタ‐アクトクラブのスポンサ‐

クラブです。 

  友好クラブとなった要因は当クラブ 10 周年

記念事業で姉妹クラブ探しで北海道から九州

までの創立 5～9 年のロ－タリ－クラブを選考

していました。 

その中で、10 周年会長予定の村田寛会員が急死

し、村田会員が長崎出身の縁で長崎西ロ－タリ

－クラブが決まりました。 会長は繰り上げで

中野大三郎会員となりました。 

締結するお願いで 9 月 25 日、山田・山根・渡

邉・大川・中野・森井 6 名で例会に表敬訪問を

した時、長崎空港にリムジンとベンツ、ＢＭＷ

３台で迎えられ２名ずつ載せられ例会場「秀明

館」に送迎していただきました。 

例会場には「歓迎、藤沢ＲＣ姉妹クラブ締結」

の吊看板で挨拶と記念撮影での歓迎を受けま

す。 例会後、長崎観光。 夕食会はタクシー

２台用意され、茂木の高級料亭「二見」で 6 テ

ーブルに一人ずつ、会員 51 名（会員全員でビ

ックリ）で芸者付きの大歓迎を受け、二次会は

思案橋の高級クラブで大接待されました。 

二日目は二日酔い状態で長崎国際ゴルフクラ

ブに案内されました。 

 長崎西ロ－タリ－クラブとの交流はお互い

クラブの記念式典に相互訪問して交流を図っ

ています。個人、数人での訪問もしています。 

2016 年 10 月おくんち（公会堂）9 名で劉会員

の中華街「京華園」夕食に招かれ会長幹事含め

7 名でご馳走になり「立山」で二次会。 

2019 年 10 月に相原・山根・深井・大澤・新井・

湯浅・森井でおくんち観光で伺った時もバスで

迎えられ、全会員参加で旅亭での歓迎会を開い

ていただき、芸者付きの接待を受け新井さんも

お囃子など楽しませていただき大歓迎をうけ

ました。 

40 周年で鎌倉観光、昼食会で空港まで送る企画

をしましたが、新型コロナ感染で中止となり、

大歓迎のお礼は中々できませんで恐縮するば

かりです。 

お付合いして 32 年目になります。次の長崎西

ロ－タリ－クラブ記念式典に大勢の参加をお

願いして、これからの交流を皆さんにお願いい

たします。 

♦臨時理事会 

1. 菅原様、入会認証の件 

理事会で承認をされました。 

♦ウクライナ義援金の件  

4/4、11 例会時に募金を募り、合計￥119,000.⁻ 

を地区へ送金致しました。 

皆様、有難うございました。 

♦他クラブ例会休会及び変更 

大和 RC4/26（火）通常例会 

    5/3（火）祝日休会 

    5/17（火）→5/15（日） 

創立 60 周年記念式典に振替 

 

♦次週プログラム 

4月 25日(月)夜間親睦移動例会＆新会員歓迎会 

       点鐘：18:30 於：大海 

       髙岡親睦委員長  



 

5 

藤沢南第 1866 回 

回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

♦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 

３８名 ３５名 ３名 ２７名(免２名含 ７２・９７％ ４８・５７ 

本日欠席者 大和田君、陣内君、瀬戸君、髙岡君、羽原さん、松尾君、村井さん、森君、 

山田君、吉田君   メイク＝後藤君、竹内さん、安田君 

新井会長 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

ちょう君、久保田様、ようこそ。 

土 ・日で軽井沢へ行ってきました。 

しだれ桜が満開ですばらしい景色でした。 

本日も楽しい例会にしましょう！ 

芝幹事 

お世話になります。 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

久保田様、ようこそ。 

趙様、ようこそ。これから宜しくお願いします。 

相原君 

久保田様、ようこそ。 

森井信太君、卓話よろしくお願いします。 

青木君 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

久保田様、ようこそ。チョウさん、ようこそ。 

川島君 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

久保田様、ようこそ。 

木本君 

お世話になります。 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

久保田様、ようこそ。チョウさん、ようこそ。 

 

倉田君 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

久保田様、ようこそ。 

後藤君 

お世話になります。 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

ちょう君、久保田様、ようこそ。 

高科君 

久保田様、チョウ様、ようこそ。 

森井友好クラブ委員長、卓話よろしく！ 

40 周年委員長ごくろうさまでした。 

竹内さん 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

久保田様、ようこそ。チョウさん、ようこそ。 

長谷川君 

森井様、卓話よろしくお願い致します。 

久保田様、ようこそ。 

安田君 

久保田様、ようこそ。 

4 月になってからリアルな例会、初めての参加

で、本日楽しみにしています。 

森井様、卓話よろしくお願いします。 

 

スマイル BOX スマイル BOX本日￥12,000.⁻ 累計￥870,019- 


