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♦会長挨拶         新井会長 

  

 

 

皆様こんにちは。 

やっと、ここ車屋さんでの例会が再開されまし

た。あいにくの雨となりましたが、桜もまだみ

ごとに咲いております。車屋さんでの例会こそ

が藤沢南ロータリークラブの醍醐味だなあと

思う次第です。 

コロナ禍になってから「集う」ということの価

値を常に考えさせられるようになりました。人

が集まる、顔を見て笑顔をかわす、お互いの無

事を確認する、そんなことで脳内のアドレナリ

ンでしょうかオキシトシンでしょうか幸せ物

質が出てくるような気がいたします。 

本日は１月の新年の例会で、羽原さんのお嬢さ

んのまきちゃんに舞を披露していただいて以

来のリアル例会ですので、約２か月半ぶりです。 

この間に世界では、子供たちさえ犠牲になる目

を覆いたくなるようなウクライナ紛争が起こ

ってしまいました。毎日ニュースを見るのが苦

しくてなりません。また、オミクロン株による

コロナの感染状況も決して予断を許さぬ状況

です。Zoom 例会はずっと続けて参りましたが、

本日久しぶりに例会参加となる方もいらっし

ゃいますので、この間実にいろいろな出来事が

ございましたことをご報告申し上げます。 

まずはプライベートなご報告で大変申し訳な

いのですが、１月終わりに７父が、またその父

を慌てて追いかけるように３月初めに母が永

眠いたしました。同居して在宅で晩年を過ごし

てもらっておりましたが、ああっと思うほどの

突然なできごとでございまして正直申し上げ

例会日■2022 年 4 月 4 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       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：木本己樹彦エレクト 

   倉田プログラム委員長  

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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てまだ私は戸惑っております。が、この間、藤

沢南ロータリークラブの会員の皆様に心身と

もに本当に支えていただきました。この場をお

かりして、改めまして御礼申し上げたいと思い

ます。ありがとうございました。 

クラブといたしましては３月 10 日にロータリ

ー奉仕デーのカンボジアへ贈るサーッカーシ

ューズなどの梱包作業と郵送作業が秩父宮体

育館で行われました。大変申し訳なかったので

すが私は欠席させていただきましたが、ロータ

リー奉仕デー阿部実行委員長のもと、田島ガバ

ナー・椋梨ガバナー補佐にもいらしていただき

記念撮影もできました。合計靴 622 足、タオル

1548 枚、石鹸 1542 個、マスク１００枚，ジャ

ージ５枚を３9 箱の段ボールにキレイに梱包し

て、コンテナに搭載。JR 貨物で岡山駅まで行き

その後佐川急便のチャーター便で有森裕子さ

んが代表を務められるハートオブゴールドさ

んまで運ぶことができました。コロナ禍で色ん

な行事が中止になりましたが会員の皆様の多

大なるご協力のもと無事に完了する事ができ

感無量です。 

３月 12 日には PETS が開催され、本日卓話を

いただく次年度会長の木本会長エレクトが研

修を終えられています。後ほど、次年度の方針

を伺えることを楽しみにしております。 

そして 3 月 20 日、21 日では国際ロータリー第

2780 地区の地区大会が鎌倉パークホテル及び

藤沢市民会館大ホールにて開催されました。第

３グループふじさわ湘南ロータリークラブさ

んがホストをつとめられ、私たちもコホストク

ラブとして開催に尽力いたしました。地区の中

川副幹事・安田副幹事とともに、藤沢南 RC は

来賓の接待・受付などを行いました。エクスカ

ーションの同行にご協力いただきました入澤

さん・竹内さんはじめ多くの会員の皆様にご協

力をいただきました。本当にありがとうござい

ました。 

私の任期も残り 3 か月となりましたが、芝幹事

とともに精一杯尽力してまいりたいと思って

おります。 

本日もよろしくお願い申し上げます。 

♦来賓ビジター 

菅原 健介様（後藤会員のご紹介） 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）    （配偶者誕生日祝） 

阿部        1 日  馬場     2 日 

村井     3 日  友野    21 日 

（結婚記念祝）      松長    28 日 

 高科     7 日   

 永松     19 日   

 青木     23 日 

 倉田     23 日 

  

 

◆本日のプログラム 

約２ヶ月半ぶりに車屋さんでのリアル例会が

開催できました。たくさんのお祝い発表、奉仕

デー、地区大会、ミサンガ奨学金の報告がそれ

ぞれありました。入澤米山奨学生委員長より、

クラブ目標達成の為の寄付協力依頼が再度あ

りました。現在 38 名中 20 名の方に協力いただ

いています。 

また、ウクライナへの支援という事で、直接ポ

ーランドのロータリークラブへ送金できるル

ートができた為、募金を募りました。 

後藤会員のご紹介で、菅原(すがはら)様がゲス

トでお越しくださいました。ご入会希望です      
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卓話は、木本会長エレク

ト。次年度の方針をお話

しいだきました。リンク

する L マークが来年度

のポイントになりそう

です。 

高岡親睦委員長より 

４月２５日は夜間例会

を大海さんで予定して

います。とご案内があり

ました。 

来週も車屋さんで予定しております。卓話予定

者は中川例会運営委員長です。 

皆さまお楽しみに♪ 

3/21 地区大会で長寿表彰の相原会員！ 

  

♦定例理事会⑩ 

2021～22 年度 藤沢南 RC 第 10 回 定例

理事・役員会 議事録 

日時：２０２２年４月４日１３時３０分～ 

場所：隠れ里 車屋 

出席者：新井 芝 木本 湯浅 後藤 倉田 

髙岡 阿部 入澤 青木 高科  

議題 

1. 森岡 正士 様 入会申し込みの件 

全会一致で承認。７日ルールに移行。 

2. 次年度会務分担表の承認に関して 

阿部会員より、クラブ戦略計画の委員長が 

後藤会員になっているので、会長が委員長、 

会長エレクトが副委員長 

になっていることが望ましいとの提案が 

ありました。 

全会一致で承認。 

3. クラブ戦略計画委員会より報告 

 新井会長より、委員に選出されている方達 

の自覚が薄いのでは？ と、懸念を示され 

る。後日、委員会を開催し会議を行うこと 

で各人の自覚を図ることになりました。 

全会一致で承認。 

4. 三大祝い辞退の申し出の扱いについて 

高岡親睦委員長より、松尾会員からの辞退 

申出に関して報告がありました。 

辞退申出があった際の、返金等をすると辞 

退者が増えたりする可能性がある。 

辞退があった場合には、その費用をスマイ 

ルに回すという提案がありました。 

全会一致で承認。 

5. 細則の見直しに関して 

 新井会長より、遅々として進まない状況を 

説明。 

 倉田会員より、ＲＩ推奨の細則を基にする 

べきか、既存の細則を基にするべきかの質 

問がありました。 

 高科会員より、現在の細則自体が当クラブ 

発足後、時代に合わせて変遷を経ており、 

随分と変更されている旨の説明がありま 

した。 

 新井会長より、倉田会員に一任の上、一度 

修正案を作成して頂き、理事会に提出して 

もらうように依頼がありました。 

6. その他 

芝幹事より、コロナ禍の影響を受けて、車 

屋での例会が実施できなかった為、会費の 

減免等の質問が会員より出ている旨の報 

告がありました。 

本年度は既に、減免措置を講じている。他 

事業に支障をきたす為、これ以上の減免措 

置はできないとの回答となりました。 

♦他クラブ例会変更及び休会 

綾瀬 RC 4/26(火) 休会(祝日週)  

     5/3(火 )休会(祝日週) 

寒川 RC 4/25(月) 休会(祝日週) 

     5/2(月) 休会(祝日週)  

♦次週プログラム 

4 月 11 日(月) 卓話：中川例会運営委員長  

  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 

３８名 ３５名 ３名 ２６名(免２名含) ７０・２７％ ４８・５７ 

本日欠席者 大和田君、陣内君、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＝永松君、羽原さん、安田君 

新井会長 

木本会長エレクト卓話よろしくお願い致します。 

菅原様、ようこそ。 

桜のもと、皆様と集えることに心から感謝しま

す。本日もよろしくお願いいたします。 

芝幹事 

お世話になります。皆様、お久しぶりです。 

残り 3 ヶ月、笑顔でいきましょう！ 

相原君、栗原君 

皆さま今日は暫らく振りの例会ですが三寒四温

の気候で体に気をつけ頑張りましょう。 

日も 4 年 4 月 4 日ですね。 

青木君 

車屋の例会ができてうれしいです。 

阿部君 

誕生祝、ありがとうございます。 

久しぶりのリアル例会、宜しくお願いします。 

木本会長エレクト、卓話宜しくお願いします。 

入澤さん 

菅原様、ようこそ。 

誕生祝、ありがとうございます。 

久しぶりに皆様とお目にかかれて嬉しいです！ 

川島君 

3 月妻の誕生日祝ありがとうございます。 

久々の対面例会、開催できて良かったですネ。 

木本君 

お世話になります。菅原様、ようこそ。 

地区大会おつかれ様でした！ 

久しぶりに対面例会楽しみです。 

会長エレクトになりました。 

皆様よろしくお願い致します。 

小林君 

お世話になります。 

皆様、お元気そうで何よりです。 

後藤君 

お世話になります。 

木本様、卓話よろしくお願い致します。 

菅原健介様、ようこそ。 

高科君 

結婚祝、ありがとうございます。 

今年も始まって 3 ヶ月が過ぎ、コロナが治まら

ず外出もままならず、大声での剣道も今は無言

で竹刀を振っています。 

竹内さん 

お世話になります。菅原様、ようこそ。 

久しぶりの車屋さんでの例会ができてうれしい

です。 

中川君 

菅原様、ようこそ。 

みな様、お元気そうで何よりです。 

長谷川君 

木本次期会長、卓話宜しくお願い致します。 

山根君 

皆様、ごぶさたしております。 

第 7 波にならぬように！！ 

湯浅君 

久しぶりに車屋で例会ができて、なつかしい気

分になりました。 

桜満開の中の雨もよいものです。 

若い人達にコロナが広がっています。あと少し

辛抱しましょう。 

 

スマイル

BOX 
スマイル BOX本日￥21,000.⁻ 累計￥851,019- 


