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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

連休は如何お過ごしでしたか？永松会員はカ

ンボジアへの出張で海外を駆け巡っていらし

たそうです。皆様もか

なり活動的に連休を

楽しまれたのではな

いかと思っておりま

す。少し、コロナの感

染拡大がひと段落し

て、私たちもコロナと

の付き合い方がわか

ってきたような気が 

 

 

いたします。 

本日は大変嬉しいことに森岡さんと菅原さん、

お二人の認証式がございます。改めましてご入

会おめでございます！ 

本年度３つの「Ｓ」として Smile 笑顔で Serve

奉仕をして Sustainable持続可能な長く続くク

ラブを創りましょう、というお話をさせていた

だいて参りましたが、クラブが長く続いていく

ためには何よりも新しい仲間を増やしていく

ことが大切です。新しい仲間は必ずクラブの新

しい風をふきこんでくれます。 

森岡さんと菅原さんが藤沢南ロータリークラ

ブへ活力をもたらしてくださることを期待し

ています。 

さて先日、地区研修・協議会が相模原で開催さ

れ当クラブからも次年度委員長の皆様に勉強

をしてきていただきました。永松ＡＧエレクト

の正式なご紹介などもございました。その際、

藤沢南ロータリークラブは 2020-21 年度

「Every Rotarian,Every Year」及び「100%ロ

ータリー財団寄付クラブ」として壇上で表彰を

いただきました。正会員全員がロータリー財団

年次基金へ少なくとも 25＄、平均 100＄の寄付

をしたという表彰で、これは湯浅会長年度の寄

付額に対しての表彰でしたので、本日いただい

たフラッグを湯浅会長にお渡ししたいと思い

ます。湯浅会長は皆様からお預かりした会費の

中から均等にロータリー財団への寄付を配分

してくださっていたので表彰に繋がりました。

ありがとうございます。 

例会日■2022 年 5 月 9 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        

 君が代 

 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：陣内公共イメージ委員長 

木本己樹彦エレクト 

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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皆様からいただく貴重な会費がどのように使

われているかを明確にすることは大変大切な

ことです。本日今年度の会計の検討材料などを

理事役員会でご報告させていただく予定にし

ております。ご興味のある方はどなたでもご参

加いただいて構いません。 

本日も何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

♦来賓ビジター 

 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）    （配偶者誕生日祝） 

深井       13 日  瀬戸     7 日 

中川     13 日  長谷川   25 日 

小林     19 日  倉田    28 日 

大和田    26 日 

（結婚記念祝）       

 栗原     12 日   

 竹内     15 日   

 山田     16 日 

 羽原     24 日 

 後藤     29 日 

 

深井会員       中川会員 

   

     小林会員 

      

◆本日のプログラム 

新しく 2名のロータリアンが誕生し認証式が行

われました。森岡さん、菅原さん、おめでとう

ございます！ 

 

森岡会員       菅原会員 

  

 

これからご一緒に楽しく仲良く沢山の奉仕に

励みましょう！お二人には簡単な自己紹介を

して頂きましたが、とても中身の濃い面白いス

ピーチでした。今後のイニシエーションスピー

チが楽しみです。 

高科研修リーダーからは、クラブ運営、クラブ

自治権の行使について教えて頂きました。 

本日の卓話は、陣内公共イメージ委員長でした。  

             

 

 

前職、アフェリエイターとして、月に数百万円

稼いでいたそうです。その時のアフェリエイト

のコツや、生活についてお話し頂きました。 

藤沢南ロータリーでは、Instagram アカウント

を新たに開設します。どうぞフォローをお願い

します。 
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4/29 地区研修協議会で表彰されました。 

  
米山奨学会より 

永松会員、高科会員、芝会員、表彰されました 

 

  

 

 

 

木本エレクトより次年度会務分担表発表 

    

 

♦202１～2022 研修リーダー高科建治（５） 

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。 

クラブ管理（Administration of Clubs） 

クラブ運営の原則（定款・細則） 

クラブ運営の基本原則は、クラブ自治権の行使

にあります。 

ただし、1922 年に国際ロータリー・クラブ連合

会が（Rotary International）RI に改組された

ことを機会に、標準ロータリー・クラブ定款が

作られ、それ以降に設立されたクラブはその標

準ロータリー・クラブ定款を採用することが義

務付けられているようになり、それ以降は、各

クラブが独自の判断で決められる事項は、クラ

ブ名と区域限界のみとなり、それ以外は、標準

ロータリー・クラブ定款の原文そのものを採用

しなければならなくなりました。 

藤沢南ロータリー・クラブは 1980 年（昭和 55

年）創立ですので、この標準ロータリー・クラ

ブ定款を採用することになります。 

ロータリー運動を思想の原理から見る時、もし、

異なった原理を主張するクラブがあれば、その

クラブをロータリー・クラブと呼ぶことは矛盾

を生じる。従って、その原則を崩せばもはやロ

ータリー・クラブではなくなる必要条件を標準

化したものが標準ロータリー・クラブ定款であ

ります。 

また、ロータリーを運動体の側面から見る時、

世界中に存在する約３３，０００のクラブがば
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らばらの組織管理をすることも問題があり。そ

こで、これらを標準化するものとして標準ロー

タリー・クラブ定款が必要になりました。 

定款に違反しない限り、また、定款に記載され

ていない事項については、全てのクラブの自主

的な判断に任されています。 

その規約をまとめたものがクラブ細則です。 

クラブ細則は、それぞれのクラブの実情に合せ

て定められるべきもので、40 名のクラブ、100

名のクラブ、それずれのクラブの実情に合わせ

た細則を定め、それを見直しながら、細則に基

づいたクラブの運営をしなければなりません。 

藤沢南ロータリークラブ細則はクラブ委員会

活動計画書１８～２２ページに記載されてい

ます。 

 

♦定例理事会⑪ 

2021～22 年度 藤沢南 RC 第 11 回 定例

理事・役員会 議事録 

日時：２０２２年５月９日１３時３０分～ 

場所：隠れ里 車屋 

出席者：新井 芝 木本 湯浅 永松 倉田 

安田 入澤 青木 羽原 高科  

議題 

1.会費の減免に関して 

新井会長より別紙書類にて説明。 

湯浅年度は約４か月の減免措置。新井年度は

３ヶ月の減免措置実施済み。湯浅年度にあっ

た地区分担金の減免（４５万円）が本年度は

無い事に加え、昨年中止された 

地区大会や地区協議会、３クラブ合同例会や

クリスマス例会が実施されたので、本年度は 

これ以上の減免は困難であるとの説明がな

されました。 

↑減免追加はしないことが全会一致で承認

されました。 

2.スマイルからの振替に関して 

新井会長より別紙書類にて説明。 

現時点で約９０万円の資金があるが、本会計

にいくら振り返るべきかを検討して欲しい

との説明がなされました。 

従前より、細則で決定する予定でしたが、本

年度で細則決定がなされなかったので、如何

にするべきか。 

入澤会員：本来は社会奉仕で使用するのが正

しい方法であるが、スマイルの場合、支出し

ている会員と、していない会員が居る為、使

途が難しい。 

今期は国際奉仕に１５万振替を行い、次年度

以降に検討することになりました。 

↑全会一致で承認されました。 

3.ロータリー奉仕デー会計報告  

新井会長より、余剰金と繰越金合計で約１０

６万円を第３グループの会員数（２３１名）

で頭割すると１会員４５００円の返却とな

り、端数は次年度へ繰り越す内容が提案され

ました。↑全会一致で承認。 ５月１１日に

開催される会長幹事会にて提案することに

なりました。 

4.その他 

新井会長より、例会時のネクタイ着用等、服

装規定に関して提案がありました。 

以前の原則としては、ネクタイ着用でしたが、

クールビズや会員の職業による仕事着等の 

着用容認をすべきとの意見がありました。 

木本会長エレクト：クラブ戦略会議において、

こういった内容も決定していくことにしま

しょう。現代会においては、５月１日～１０

月末まで、クールビズ（ノーネクタイ・上着

着用無し）を容認することを全会一致で承認

されました。 

 

♦他クラブ例会変更及び休会 

寒川 RC5/23(月 )→22(日 )創立記念移動例会 

於）富士屋ホテル 17:00 点鐘 

     5/30(月)休会(クラブ定款により)  

 

♦次週プログラム 

5 月 16 日(月)卓話：後藤クラブ管理運営委員長  

 米山奨学生・趙劉興（ちょう･りゅうこう）様 

       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 ３０名(免２名含) ７６・９２％ ７０・２７ 

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

メイク＝阿部君、竹内さん、 

新井会長 

陣内様、卓話よろしくお願い致します。 

森岡様、菅原様、ご入会おめでとうございます。 

楽しいﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌをともに歩みましょう！ 

芝幹事 

陣内様、卓話よろしくお願い致します。 

森岡様、菅原様、入会おめでとうございます。 

これから宜しくお願いします。 

入澤さん 

陣内様、卓話よろしくお願い致します。 

菅原様、森岡様、ようこそ。 

ご入会おめでとうございます。 

川島君 

お世話になります。 

陣内様、卓話よろしくお願い致します。森岡さん、

菅原さん、ご入会おめでとうございます。 

木本君 

お世話になります。 

陣内様、卓話よろしくお願い致します。 

森岡様、菅原様、入会おめでとうございます。 

これから宜しくお願いします。 

倉田君 

陣内様、卓話よろしくお願い致します。 

小林君 

お世話になります。 

GW 明け、本日から皆様がんばりましょう。 

 

中川君 

森岡さん、菅原さん、ようこそ。 

入会おめでとうございます。 

羽原さん 

お世話になります。 

陣内様、卓話よろしくお願い致します。 

ごぶさたしてしまいました。娘が春休み中コロ

ナにかかりほぼ 1ヶ月出れませんでしたが無事

生還してきました。またよろしくお願いしま

す。 

深井君 

陣内様、卓話よろしくお願い致します。 

今月誕生日ですが、1 年が早く感じる時になり

ました。昨日は鎌倉で高校の同窓生有志とバー

ベキューをし、楽しみました。 

松長さん 

森岡様、菅原様、ご入会おめでとうございます。 

陣内さん、卓話楽しみにしております。 

先日、主人にお誕生日の花を届けて頂きまし

た。 

ありがとうございます。 

沼野井君 

陣内様、卓話よろしくお願い致します。 

所用にて先に失礼致します。 

安田君 

森岡さん、菅原さん、楽しいロータリーライフ

一緒に過ごしましょう！ 

陣内さん、卓話楽しみにしています。 

よろしくお願いします。 

スマイル BOX スマイル BOX 本日￥13,000.⁻ 累計￥900,019- 


