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♦会長挨拶         新井会長 

皆様あけましておめでとうございます。 
２０２２年はじめての例会を何とか無事にこ

こ車屋さんにて開催

できることを本当に

ありがたく感謝申し

上げます。 
この年末・年始を皆様

どんな思いでおすご

し で し た で し ょ う

か？ 

 
 
オミクロン株が容赦なく感染拡大をはじめて

おります。私たちはこれをどう受け止め。どう

対応し乗り越えていくのか・・・皆様と模索し

ながらの１年が始まりました。 
しかし、ひとつの提案ですが…まずは、本日は

多くの不安をいったん忘れてみるのはいかが

でしょうか？新春を無事に迎えられた幸福感

に一瞬でも良いので包まれたいと思います。お

客様もおみえです。 
本日は私たちの「未来の象徴」である、まきち

ゃんが、練習を重ねに重ねてお祝いの舞を披露

してくださるそうです。素晴らしい新年のお祝

いになるかと思います。 
会長として、年頭のご挨拶は後ほど改めて申し

上げます。 
どうぞ皆様、本日も何卒よろしくお願い申しあ

げます。 
 
♦来賓ビジター 

森岡正士様（松長会員のご紹介） 
羽原まきさん（羽原会員のお嬢様） 
 
♦お祝い発表 

（会員誕生祝）    （配偶者誕生日祝） 
長谷川      1 日    
森井      3 日    
高科     10 日  （結婚記念祝） 
沼野井    18 日   芝     5 日 
安田     23 日   森    17 日 
相原     28 日   森井   22 日 

例会日■2022 年 1 月 17 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か 

4. みんなのためになるか どうか 

ロータリーソング       川島会員 

 君が代  

 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 

＜年頭挨拶＞新井会長、芝幹事 

＜羽原会員母娘の祝舞＞ 

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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◆本日のプログラム 

＜年頭挨拶＞ 
榊 舞様、まき様、本当に素晴らしい「舞」を

ありがとうございました。 
改めまして、皆様あけましておめでとうござい

ます。 
幕ノ内はとっくに過ぎておりますが、新年のお

祝いを皆様とご一緒できることは何よりの喜

びです。ありがとうございます。 
昨年、湯浅会長から引き継ぎ本年度の会長のご

指名をいただいてから早いもので半年が過ぎ

ました。もう残り半分かと思うと、ほっとする

気持ちもございますが、本年度かかげてきた３

つの S「Smile」 
「Service」「Sustainable」３つのＳをどれほど

実現できているのだろうか、身を引き締めなけ

ればいけないと思っております。 
国際ロータリーのシャカールメータ会長がか

かげた本年度のスローガンは「SERVE TO 
CHANGE LIVES」＝奉仕をしようみんなの

人生を豊かにするためにです。 
私ども藤沢南ロータリークラブは本年度のロ

ータリー奉仕デーの担当クラブとして、カンボ

ジアにサッカーシューズなどを送るために

様々な機関に協力を仰ぎ、また自主的に行動し

「奉仕」を実現しようとして奔走しております。

2 月 12 日にはいよいよ有森裕子さんの講 
演会を控えておりますが、これが実はまたオミ

クロン株の急速な感染拡大により実現が危ぶ

まれているところでございます。 
そんな中、一昨日大澤会員が「靴が沢山集まっ

たんだけれどどうすればいい？」とお電話くだ

さいました。 
実は大澤さんのお孫さんの「さくらさん」がこ

の活動をおじい様である大澤会員から聞き、自

分も何とか役にたてないだろうか…と、リモー

トの例会にも参加して勉強してくださってい

ました。そしてご自身が通う平和学園で先生方

にお話しして協力を仰ぎ、なんと結果合計86足

もの靴を集めてくださいました。 
 このことは、私にとって何よりも嬉しいこと

でした。ロータリークラブの会員のみならず、

その家族の…ましてお孫さんが自主的にアク

ションを起こしてくださったことが素晴らし

いことに思えたのです。 
もう一つ、昨年でしたがポリオデーの募金活動

をした折、竹内さんの甥御さんが自分で描いた

ポスターを持って募金に来てくれたことです。

彼は誇らしげに胸にロータリーバッジをつけ

ていました。 
私たちロータリアンは自分のみならずここに

集い活動することで、子供達や甥っ子、姪っ子

ちゃん、そして孫たちにまで奉仕のメッセージ

を届けることができているのではないでしょ

うか。 
奉仕は奉仕にとどまらず、私たちが奉仕しよう

とあがく姿が誰かに何かをつたえているので

す。言葉で伝えることができることもあれば、

姿で伝えることができるものも大きいはずで

す。そうやってロータリークラブは未来に続い

ていくのだと思います。 
もうひとつのエピソードをお話したいと思い

ます。 
昨年の藤沢駅前で行ったポリオ募金の際、ひと

りの紳士がテントで立ち止まりお話をしてく

ださいました。どんな活動をしている団体なの

か、よくよく話を聞いてくださいました。今年
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定年を迎えられる中でこれから社会に、そして

世界に奉仕をしたいと思って、活動できる場所

を探しているとおっしゃって私たちロータリ

ークラブに興味をもってくださいました。本日

ゲストでいらしてくださった森岡様です。私の

この 10 年のロータリー活動の中では、こうし

た野外での奉仕活動の中で直接興味をもって

くださって例会にお越しいただくのは初めて

の経験でしたが、とてつもなく嬉しいことでも

ありました。新しい会員を増やし、活動の幅を

広げる…会員増強とひとくちで言われること

ですが、良き仲間を得ることは数字にできない

喜びが伴うことでもあります。残り半年でぜひ

あと 3 名の仲間を増やしたいと思っております。 
さて最後に、今から 41 年前に藤沢南ロータリ

ークラブの創立総会である第 1 回例会の際、来

賓の伊藤 茂 直前ガバナーがスピーチされ

た文章をもう一度読ませていただきます。 
「ロータリーは人間形成の場であります。ロー

タリーの入会によって人を変えるとさえいわ

れますが、ロータリーの目標とするところはど

のような素晴らしい業績を残したかというこ

とも勿論大切ではありますが、しかしそれにも

増してそのクラブが如何なる立派なロータリ

アンを育てたかがクラブの財産となります。よ

りよきロータリアンを育てるための方法・手段

として奉仕活動があるというのがロータリー

の原理原則です」 
本年残り、任期は 6 か月となりましたが芝幹事

とともに精一杯務めて参ります。何卒よろしく

お願い申し上げます。 
 
2022 年最初の例会を車屋さんにて行いました。 
オミクロン株が広がっている中、車屋さんのご

協力のもと感染症対策を講じた上で開催いた

しました。 
来賓ビジターは新井会長からのご紹介で森岡

様。ポリオ募金を行った時にブースに来てくだ

さり今回の例会に参加してくださいました。あ

りがとうございます。 
またスペシャルゲストは羽原会員の娘さん。マ

キちゃんです。 

親子そろっての新年度の舞を披露するために

わざわざ来てくださいました。 
新年にふさわしい「藤の舞」本当に素敵でした。

ありがとうございます。 

 

    
青木会員、ロータリー年次寄付金 PHF6（ポー

ルハリスフェロー6）バッジ贈呈です。 
体調を崩されて、久し振りの出席の青木会員。 

   
■幹事報告 
米山奨学金の寄付金よろしくお願い致します。 
■各委員会からの報告 
○米山奨学生委員長入澤会員より 
・任意になりますが、寄付金のほうよろしくお

願いいたします。 
 
・藤沢南では中国からくる男の子の受け入れ行

います。それに伴いカウンセラーを募集して

おります。 
 まずは公募で行いますので積極的に手を挙
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げていただければと思います。 
○社会奉仕委員会松長会員より 
・カンボジアから救急車贈呈の感謝状を渡すた

めに、1 月 27 日に藤沢市長を訪問いたします。 
○ロータリー財団委員会大和田会員より 
・寄付金のご協力をお願いいたします。 

    
次回例会は 24 日を予定しておりますが、状況

によっては ZOOM 例会となります。 
どうぞよろしくお願いいたします。 
 
♦定例理事会⑦ 

2021～22 年度 藤沢南 RC 第 7 回 定例

理事・役員会 議事録 

日時：２０２２年１月１７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 羽原 高科  
議題 
1.ロータリー奉仕デー開催について 

新井会長より説明。 
現在のコロナ感染状況、蔓延防止等重点措置 
の発令を鑑みて、有森様の出席も 
難しい状況の為、中止する案を提案。 
↑全会一致で承認。 会長より阿部委員長及 
び会員にも報告することになりました。 

2.オミクロン株の感染拡大下での例会開催際に 
ついて 

新井会長より説明。 
蔓延防止等重点措置の発令情報も入って 
おり、車屋様での開催が厳しい為、来週 
１月２４日の例会より ZOOM 例会での開催 
を提案。 
但し、新井会長事務所でのハイブリッド例会 
が出来ない状況。 

栗原会員含め、ZOOM 対応が出来ない会員の 
皆様にも対応できるようになって 
頂く必要性あり。 
３１日の例会は、栗原会員の卓話予定。  
羽原会員より、事前に ZOOM 設定及び説明 
を検討して頂けることになりました。 
↑全会一致で承認。 

3.その他 
木本会長エレクトより上程。 
戦略会議の件を、そろそろ始める必要性を報 
告。 
↑会長及び会長エレクトに一任ということ 
で、全会一致で承認。 
永松 AGE より要望。 
サテライトクラブの設置を是非進めて欲し 
い要望がありました。 
入澤会員より質問 
カウンセラーの件で、受入者の内容等の詳細 
は教えてもらえるのか？ 
↑新井会長より回答 書面にて委嘱状と共 
に届くと思われます。 
新井会長より上程 
現在、新規入会者は半年間、月会費を１万円 
に減免しているが、継続して良いか？ 
↑全会一致で継続を承認。  

 

♦次週プログラム 

1 月 24 日（月）＜クラブフォーラム＞  

 ZOOM 例会 新井会長、芝幹事 

奉仕デー中止の経緯と今後の靴の回収のこ

となど  

椋梨 AG 

阿部奉仕デー実行     

委員長 

永松奉仕デー実行 

副委員長 
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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 ２７名(免２名含) ７２・９７％ ７５・６８ 

本日欠席者 小林君、後藤君、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 

スマイル スマイル BOX 本日￥27,000.⁻   累計￥830,016.- 
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新井会長 

森岡様、ようこそ。あけましておめでとうございます。 

羽原まきちゃん、榊まい様、踊りを楽しみにしています。 

芝幹事 

明けましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願い申し上げます。 

相原君 

新年御目出度御座居ます。 

羽原さん祝舞ご披露ありがとうございます。 

青木君 

皆様に心配おかけ致しましたが、何とか復起できました。 

ありがとうございました。本年もよろしくお願い致します。 

入澤さん 

森岡様、ようこそ。 

あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いしま

す。マキちゃんおどり楽しみです。松山選手がソニーハワイア

ンオープン優勝しました！うれしいです！ 

大和田君 

新年明けましておめでとうございます。 

本年も何卒よろしくお願いします。 

川島君 

今年もよろしくお願い申し上げます。青木さん退院おめでと

うございます。今オミクロン株のコロナの動向が気がかりで

大変です。 

木本君 

お世話になります。会長、卓話よろしくお願い致します。 

森岡様、ようこそ。 

新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。 

羽原さん、まきちゃんよろしくお願いします。 

倉田君 

今年もよろしくお願い致します。 

新年早々、例会プログラムでまた悩みが増えそうです。 

栗原君、山根君 

おめでとうございます。良い年でありますように。 

高科君 

誕生祝、ありがとうございます。会長、幹事様、よろしくお願

いします。羽原様いつも美しい姿ありがとうございます。 

竹内さん 

皆様、本年もよろしくお願いします。森岡様、ようこそ。 

羽原さん、まきちゃん楽しみにしております。 

 

中川君 

森岡様、ようこそ藤沢南 RC へ。 

これからよろしくお願い致します。 

羽原さん、まきちゃん、舞をたのしみにしております。 

永松君 

森岡様、ようこそ。新井会長、新年スタートよろしくお

願いします。明けましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いします。 

マキちゃんたのしみにしてたよん。 

沼野井君 

本年も宜しくお願い致します。 

また誕生祝、ありがとうございます。 

長谷川君 

皆様、明けましておめでとうございます。本年も宜しく

お願い申し上げます。楽しいロータリーライフの年に

成りますよう願っております。 

羽原さん 

本年もどうぞよろしくお願い致します。 

本日は娘と一緒に踊らせて頂きます。 

どうぞよろしくお願い致します。 

深井君 

今年もよろしくお願いいたします。 

今年は健康第一にいきます。羽原さんのお子様も立派

になられ楽しみにしています。 

松長さん 

森岡様、ようこそ。羽原さん、まきちゃん、 

本日は楽しみにしております。 

皆様、本年もどうぞ宜しくお願い致します。 

森井君 

お目出とうございます。今年もコロナに負けずに元気

にいきましょう。よろしくお願いいたします。 

安田君 

あけましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願いします。 

羽原さん、親子のおどり楽しみにしています。 

湯浅君 

あけましておめでとうございます。 

またコロナがはげしくなり大変なことになりそうで

す。十分注意してすごして下さい。 

森岡さん、是非、御入会して大いにロータリーライフを

楽しんで下さい。 


