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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

本日は春爛漫で暖かいというより暑いような

お天気ですね。 

先週 3 月 10 日。ロータリー奉仕デーの「カン

ボジアへのまごころお届けプログラム」の記念

撮影と荷物の送りだしを無事に完了していた

だきました。本当にお疲れ様でした。阿部実行

委員長をはじめ各作業の担当をしてくださっ

た皆様に心から御礼申し上げます。ありがとう

ございました。 

今年は藤沢南ＲＣがＩＭ(Intercity Meeting)の

主催クラブでありましたが、それに代えてロー

タリー奉仕デーを行うことになり、会長年度の

大事な事業なのでこれだけは成功させなけれ 

ばならないと緊張しておりました。 

ところが前日、3 月 9 日に先日亡くなりました

父を追うように母が息をひきとりました。どう

しようかと呆然としてロータリー奉仕デーだ

けは行かなくちゃ、と思い芝幹事にメールをし

ましたら、芝幹事からすぐ入澤さんにお話がい

き、入澤さんからお電話をいただきました。「明

日は私たちがしっかりやるから任せて！大丈

夫だから！お母さんのそばにいてちょうだい」

と言っていただき、何だか有難くて涙がぼろぼ

ろでてしまった次第です。 

その後も芝幹事はもちろん、湯浅先生、永松さ

ん、木本さんなど・・・もう皆さんから「任せ

とけ」と心強いお言葉をいただきました。改め

てつくづく、ロータリーの仲間の友情を感じ、

ロータリーって本当にいいなあ…と心に染み
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入った次第です。 

この度のプロジェクトでは沢山のカンボジア

支援の品があつまりました。結果として靴 622

足、タオル 1548 枚、石鹸 1542 個、マスク 100

枚、ジャージ 5 枚、段ボール 39 箱を岡山県の

ハートオブゴールド様へ向けて郵送いたしま

した。当日の佐川急便さんのお手配などすっか

り竹内さんのお世話になりました。ありがとう

ございます。 

訃報が実はもうひとつございます。チャーター

メンバーでいらっしゃる関根さんが 2 月 25 日

にご逝去されました。森井さんが関根さんの奥

様へ弔問くださっています。ロータリーは退会

されていらっしゃいましたが、車屋さんの例会

場の入り口でいつも立って迎え入れてくださ

ったあの優しい笑顔は忘れることができませ

ん。改めましてご冥福を心よりお祈り申し上げ

ます。 

ロータリー第 2780 地区としましては先週末 3

月 21 日（土）に PETS（Presidents-Elect 

Training Seminar）が開催されました。木本会

長エレクトが 1日みっちりと研修を受けてきて

いらっしゃっています。次年度は RI でまた素

晴らしいスローガンが掲げられておりますし、

準備も着々と進んでおりまして大変楽しみで

す。後ほど木本会長エレクトからＰＥＴＳのお

話も少し伺えればと思います。 

本日お客様として五行歌の窪田様も Zoom参加

いただいておりますので、お話を伺うのを楽し

みにしております。よろしくお願いいたします。 

♦来賓ビジター 

窪田 様（五行歌） 

◆本日のプログラム 

3 月 14 日（月）に ZOOM による例会を行いま

した。 

本日の来賓ビジターは五行歌の窪田様。 

お忙しい中例会に参加いただきまして誠にあ

りがとうございます。 

窪田様より 

今年も五行歌の冊子ができました。いつもあり

がとうございます。現在辻堂駅南口にて 3 月末

まで五行歌が展示されております。 

今後ともよろしくお願いします。 

■倉田プログラム委員長より 

今日の例会でおそらく ZOOM 例会は終わりに

なると思います。20 日、21 日と地区大会があ

り、28 日は振り替えで休み。４月からは車屋に

て行う予定です。 

次回例会は 4 月 4 日（月）次期会長幹事からの

卓話があります。 

今回は ZOOM 例会参加者による 3 分間スピー

チを行いました。ウクライナの戦争の話からコ

ロナ、そしてロータリー奉仕デイの事業の送り

出しの話、趣味の話など考えさせられる問題か

ら楽しい話題までいろいろなお話が出ていま

した。これが実際みんなであって話をするとも

っと盛り上がったと思います。 

次週は 3 月 20、21 日と地区大会。次は 4 月 4

日になります。よろしくお願いいたします 

 

 

 

♦ロータリー奉仕デー 

本日は 2780 地区第 3 グループ皆んなでのロー

タリー奉仕デーの事業の送り出しを無事に完

了致しました！ 

藤沢市の子供達の心のこもった贈り物      カン

ボジア🇰🇭へ 

３月１０日 秩父宮記念体育館にたくさんの

皆さまからご寄付いただいた、靴、せっけん、

タオル等を全て並べ、梱包作業を行いました。 

集まった数なんと！靴622足、タオル1548枚、

石鹸 1542 個、マスク１００枚，ジャージ５枚！ 

39 箱の段ボールにキレイに梱包され、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ハートオブゴールドさ
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んまで運びます。コロナ禍で色んな行事が中止

になりましたが本日無事に完了する事ができ

感無量です。 

各クラブからご参加頂き、スムーズに作業が進

みました。皆様ご協力ありがとうございました。 

 

 

♦次週プログラム 

3 月 20 日（日）地区大会（会長、地区役員） 

21 日(月・祝)地区大会 （第 1863 回例会） 

  28 日（月） 振替休会・21 日地区大会 

 

 

 

♦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 １７名 ４８・５７％ ４８・５７ 

本日欠席者 大和田君、小倉さん、川島君、栗原君、後藤君、瀬戸君、髙岡君、高科君、 

沼野井君、馬場君、深井君、松尾君、松長さん、村井さん、森君、森井君、 

山田君、吉田君   メイク＝永松君 

スマイル

BOX 
スマイル BOX 累計￥830,019- 

  


