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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

先日の鎌倉プリンスでのクリスマス家族例会

は皆様のご協力をいただき本当に楽しい素晴

らしいも

のになり

ました。

改めまし

て御礼申

し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

高岡親睦委員長はじめ親睦委員のみなさま、

会員の皆様ありがとうございました。 

ほんもののサンタさんも現れてくださって嬉

しかったですね。 

小さい赤ちゃんだった子供たちが 2 年ぶりに

会うと、すごく大きくなって会場を走り回っ

ていたり、小学生は中学生に、中学生は高校

生、高校生は成人して、本当に大きく成長し

て立派になったなぁと感動しました。木本次

年度会長がご挨拶の中で、感動で何だかウル

っとしてしまったとおっしゃっていましたが、

私も皆さんの笑顔に囲まれて何だかずっとウ

ルウルしていました。 

鎌倉プリンス開催が可能かどうかぎりぎりま

で調整しておりましたので、準備が少し遅れ

気味だったのですが、いざ開催が決まると企

画がぱぁーっと盛り上がっていきまして…特

に入澤先輩…私よりずっとお若いのですが大

先輩ですのでこう呼ばせていただきますが、

入澤先輩がすごいパワーを発揮してパーティ

ーを組み立ててくださいました。そばで見て

いて大変勉強になりました。 

当日は AGE の永松さんが司会進行をして盛り

上げてくださいましたし、親睦委員の皆様の

活躍が頼もしくて「良き仲間がいる」素晴ら

しさをつくづく感じました。 

まさに４つのテストの中の「好意と友情を深

める」ことができた 1 日でした。 

今年、このコロナ禍にあって家族も含めて

100 人近いクリスマスパーティーを開催したロ
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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か 

4. みんなのためになるか どうか 

ロータリーソング       大澤会員 

 我等の生業 

 藤沢南 RC の歌 

会長挨拶 ·········· 新井会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話： (公)藤沢市みらい創造財団  

理事長 石井恒男様 

青少年事業課辻堂青少年会館  

館長 伊藤和子様、主査 内藤憲様 

閉会点鐘 ·········· 新井会長 
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ータリークラブは他にあまり聞きません。藤

沢クラブさんもパーティーはあるものの会員

のみの開催とおしゃっていました。実は藤沢

南ロータリークラブは「運」の良いクラブだ

と感じている次第です。会場や開催日のツキ

もあったと思います。ラッキーなクラブなの

ですね。皆さんが運を呼び込んでいるのだと

思います。 

またオミクロン株が何やら怪しい雲行きです

し、また例会ができなくなることはあるかも

知れません。そうなっても必ずリモート例会

を開催していきたいと思います。 

本日は今年最後の例会となりますが、今年の

社会奉仕の目玉でもある辻せいキッチン様へ

のコンベックの贈呈のお話で未来創造財団か

らお客様がおみえです。最後まで何卒よろし

くお願い申し上げます。 

♦来賓ビジター 

(公)藤沢市みらい創造財団理事長 石井恒男様 

青少年事業課辻堂背少年会館館長,伊藤和子様 

主査 内藤憲様 

◆本日のプログラム 

12 月 20 日に今年最後の例会が車屋さんにて

行われました。 

 

 

  

 

 

 
           

 

 

来賓ビジターは藤沢市みらい創造財団の石井

理事長、辻堂青少年会館の伊藤館長、そして

内藤主査が来てくださいました。 

そして本日の卓話は辻堂青少年会館の伊藤館

長より辻堂青少年会館の活動内容や先日藤沢

南ロータリークラブより贈呈させてもらった

コンベックのお礼等を含めいろいろなお話を

してくださいました。 

本当にありがとうございます。 
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■各委員会からの報告 

◇.地区戦略計画委員会副委員長阿部会員より 

ガバナー月信 12 月号の P20 に茅ヶ崎ロータリ

ークラブのクラブ戦略計画事例紹介インタビ

ューが掲載されていますのでご覧ください。 

◇.プログラム委員会 倉田会員より 

本日が今年最後の例会になります。年明け 3

日、10 日は休会、次回は 1 月 17 日が新年初

めての例会になります。 

◇.永松 AGエレクトより 

昨年カンボジアに救急車を贈呈し、その感謝 

状 が 届 き ま し た 。        

 

 

◇.青少年奉仕委員会 羽原会員より 

12 月 23 日（木）15 時～ ロータリー奉仕デ

ーのために秩父宮体育間にて施設の見学があ

ります。  

 

 

 

◇.相原会員のミニ研修 

ロータリーは奉仕であること、そしてクラブ

奉仕から始まり職業奉仕、社会奉仕、国際奉

仕の 4 つの奉仕があることについてお話して

くださいました。 

相原会員 

    
馬場例会運営委員 

    

♦次週プログラム 

1２月 27 日（月）＜休会・年末＞ 

2022 年 1 月 3 日（月）＜休会・年始＞ 

      10 日（月）＜休会・成人の日＞ 

      17 日（月）年頭挨拶、 

新井会長、芝幹事 

           定例理事会⑦ 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 ２５名(免２名含) ６７・５７％ ６２・１６ 

本日欠席者 青木君、大和田君、小林君、瀬戸君、髙岡君、沼野井君、深井君、松尾君、 

村井さん、森君、山田君、吉田君    

新井会長 

石井様、伊藤様、内藤様、ようこそ。 

楽しみにお待ちしておりました。 

芝幹事 

石井様、伊藤様、内藤様、卓話よろしくお願い

致します。今年最後の例会です。 

皆様、1 年間お世話になりました。 

来年、会える事を楽しみにしています。 

相原君、湯浅君 

クリスマス例会、親睦委員会のみな様ありがと

うございました。 

一年間ありがとうございました。 

来年もどうぞよろしくおねがいします。 

みな様、よいお年をおむかえ下さい。 

川島君 

鎌倉プリンスホテルでのクリスマスパーティー

携った皆様お疲れ様でした。 

楽しいひとときでした。来年こそコロナが終息

して活力のある年にしたいものです。 

木本君 

お世話になります。 

石井様、伊藤様、内藤様、卓話よろしくお願い

致します。先日、クリスマス例会、皆様おつか

れ様でした。会長の決断最高でした！ 

 

倉田君 

みらい創造財団、石井様、伊藤様、内藤様、 

卓話よろしくお願い致します。 

後藤君 

お世話になります。 

石井様、伊藤様、内藤様、卓話よろしくお願

い致します。 

竹内さん 

石井様、伊藤様、内藤様、本日は卓話よろし

くお願いします。 

永松君 

石井理事長、伊藤館長、内藤主査、本日はよ

ろしくお願い致します。 

長谷川君 

藤沢市みらい創造財団の皆様、卓話よろしく

お願い致します。親睦委員の皆様クリスマス

例会、御苦労様でした。楽しい時を過すごと

が出来ました。ありがとうございます。 

馬場君 

お世話になります。 

石井様、伊藤様、内藤様、卓話よろしくお願

い致します。 

山根君 

寒さが厳しくなりました。 

皆様よい年をお迎え下さい。 

スマイル

BOX 
スマイル BOX 本日￥13,000.⁻   累計￥803,016.- 

  

 

 

 

 


