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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

お元気でいらっしゃいますか？ 

本日も Zoom例会となりますがよろしくお願い 

いたします。 

今日は 2 月 14 日、バレンタインデーですね！

チョコレート

をゲットした

方はいらっし

ゃいますか？

日本ではバレ

ンタインデー

は女性が男性

に愛を告白す

る日になって 

 

 

 

いますが、海外では少し違うようです、アメリ

カに住んでいた時にびっくりしたのですが、バ

レンタインデーは男性がとにかく頑張る日。大

切な女性のためにプレゼントを用意したり、レ

ストランを予約したりと日本とはだいぶ違う

様子でした。 

実はインドネシアでも男性が女性に愛を告白

する日なんです、と教えてくれたのは米山の留

学生のアー君です。宗教によってはバレンンタ

インを行ってはいけない、などいろんなことを

彼から教えてもらいました。国によってさまざ

まな風習があり、それらの違いを認め合うこと

から国際理解が生まれてくるとつくづく思い

ます。米山の留学生は親善大使としてその入り

口にいてくれていると思います。 

連日、北京オリンピックでの熱闘が続いていま

す。世界にはいろんな国があるのだなあと改め

て国旗や国名を見ています。オリンピックのよ

うな世界の平和の祭典がくりひろげられてい

る一方で、ウクライナ問題のような非常に危な

い国際情勢が平行して存在しています。 

例会日■2022 年 2 月 14 日(月) 会場■ZOOM   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か 

4. みんなのためになるか どうか 

ロータリーソング        

  

会長挨拶 ·········· 新井会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：入澤米山奨学生委員長 

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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今、ウクライナはとても危ない状態で、場合に

よっては世界の平和を大きく揺るがすような

事態に陥りかねません。とても恐ろしいことだ

と思います。 

今日は米山奨学委員会の入澤委員長が 3人の米

山学友の方のインタビューの動画を見せくだ

さいます。米山の学生さんたち一人ひとりとの

個々のつながりが、世界の平和の一歩に繋がっ

ていることを願います。 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

＜２月 14 日以降の例会開催について＞ 

連日新型コロナウイルス オミクロン株の猛威

報道されております。会員の皆様、ご家族にも

かなり陽性の方が出ていらっしゃるようです。

どうぞ重症化することなく、ご無事に過ごされ

ますように改めてお祈りいたします。 

「2 月 14 日～3 月 6 日までのまん延防止重点

措置」の延長が政府より正式に発表されました。 

① これを受けましてこの期間の藤沢南ロータ

リークラブの例会はひきつづき Zoom にて

行います。（依然として感染力が高いため、

ハイブリット方式では行わず、完全個別の

Zoom 開催といたします。） 

② 2 月 28 日に予定しておりました夜間例会は

中止といたします。この日の例会は 

「休会」となり Zoom では行いません。 

「まん延防止重点措置」等が解除されました

ら、別途、夜間例会を企画して皆様にご連絡い

たします。 

以上は 2 月 7 日（月）に行われました理事役員

会での決定事項です。 

変更となりましたプログラムに関しましては

別途お報せいたします。 

Zoom 例会はまあいいや参加しない、と思いが

ちですが…実は藤沢南RCのZoom 例会はとて

も有意義です。大切なお知らせも発信していま

す。対面できるようになった日への絆をつなげ

るためにも Smile スマイルで楽しく開催して

いきたいと思っております。 

ぜひお時間を作って御「出席」ください。 

♦来賓ビジター 

◆本日のプログラム 

2月 14日(月)12時 30分より zoomにて第 1859

回例会が行われました。新井会長より、『本日は

バレンタインですね、北京オリンピックも行わ

れていますが、一方でウクライナ情勢が非常に

怖い状況になっていて心配です。世界平和を祈

っております。米山奨学生との交流は世界平和

の第一歩になるとおもっています。』という内

容のお話がありました。 

本日の卓話は入澤米山奨学生委員長。

  

藤沢南ロータリークラブから卒業した 3人の米

山奨学生のインタビューを紹介いただきまし

た。 

 
①  ビケちゃん、ネパール出身 現在 32 歳。

2008 年３月 19 歳の時に来日、14 年目。2

年前に日本人の女性と結婚、現在横浜に住

んでいます。 

日本の最初の印象はサクラがキレイで、街も

治安よく良いイメージでした。湘南工科大で

IT を学び現在システムエンジニアの仕事を

しています。コロナ禍の今は在宅ワークです。

当時のカウンセラーは青木さんで、お正月も

2、3 回ご自宅に招待してもらいました。米山

奨学生になってからは勉強に集中する事が

でき、無事に卒業する事ができ、大変感謝し

ています。 

② リーちゃん、中国出身 現在 32 歳。2009 年

20 歳の時に来日、12 年。親戚から聞いてい

た日本の印象より実際もっと良く安心しま
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した。日本大学生物資源学科で学び、大学院

に進学。大学院の時に先輩から米山奨学金

の事を聞き試験を受けました。カウンセラ

ーは永松さん。永松さんがいいですぅ〜。 

ロータリーのイベント、夜間例会も誘っても

らい、皆さんと仲良くなれました。いまはメ

ディケアのリフォームのほうの事務員をし

て働いています。(後藤会員の会社) 

奨学生になってからは勉強に集中する事が

できました。 

③ アー君 インドネシア出身 現在 27 歳 

22 歳の時に来日。日本の印象はすごくキレ

イ、また日本人もとても親切でした。日本文

化学園で 10 ヶ月日本語を勉強し、湘南工科

大の 2 年に編入しました。奨学生になって

からは勉強に集中でき、学校から賞も頂き

ました。カウンセラーは永松さんで、永松さ

んは日本のお父さんです。これからもずっ

とお父さんです。いつかみなさんをインド

ネシアに招待したいです。現在は相模原に

奥さんと住んでいて、機械設計の仕事、エレ

ベーターの部門にいます。府中まで電車で

通っています。コロナにならないよう皆様

も安全に過ごしてください 

入澤委員長のインタビューがとっても上手で

とても素晴らしいインタビュー映像でした。本

日聞けなかった方の為に後ほど、リンクをアッ

プして下さいます。 

また米山奨学金、1 人 2 万円目標ですので、税

控除も受けられますので是非皆さまご協力を

との事です！よろしくお願いします。 

♦出席報告 

 

 

 

新井会長より、森井さんが回復され今日からお

仕事復帰されたとの事。 

羽原青少年奉仕委員長より 

3 月 10 日 栗原先生にお願いし秩父宮記念体育

館メインアリーナ 13 時から 17 時予約完了し

ています。 

靴の整理、梱包、写真撮影などを行いますので

皆さま出来る限り、ご参加ください。 

次週プログラムは zoom にて倉田プログラム委

員長の卓話後編です。お楽しみに。 

 

♦他クラブ例会変更及び休会 

藤沢北西 RC 2/17、24、3/3(木)取止例会 

藤沢 RC 3/6 まで例会休会（コロナ蔓防） 

茅ヶ崎 RC2/24、3/3(木)12:30 オンライン例会 

    3/10、17（木）通常例会 12:30 

    3/24(木)→3/21((月)祝)地区大会に振替 

    3/31((木) 休会(クラブ定款) 

綾瀬％RC 3/1(火)取止例会 

     まん延防止等重点措置が 3/6 まで継

続されたため 

 

♦次週プログラム 

2 月 21 日（月）卓話：倉田プログラム委員長 

 ZOOM 12:30~ 

 

 

 

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 １９名(免1名含) ５２・７８％ ５５・５６ 

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

高科君、沼野井君、馬場君、松尾君、村井さん、森君、森井君、山田君、吉田君   

メイク＝中川君 

スマイル

BOX 

スマイル BOX 累計￥830,016.- 


