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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

本日も、車屋さんでこうして皆様と集まってお

食事をいただけ

ることが大変幸

せです。 

今朝、神奈川新聞

に「世界ポリオ絶

サミット 2121in

国際ロータリー

第2780地区 ポ

リオ根絶まであ 

 

と少し」という大きな 1 面を埋める広告記事が

出ております。どうぞ皆様 神奈川新聞をお買

い求めいただきゆっくりお読みになってくだ

さい。 

さて、本日は「年次総会」を開催いたします。

指名委員会によって次年度の会長幹事、理事役

員が発表されますので皆様の承認をいただき

たいと思います。予定では例会をいったん終了

した後、改めて開催することになっていました

が、実は本日の卓話ゲストのタイのカイウー君

が電車の遅延で到着が 13 時過ぎてしまいそう

なので、卓話の前に例会の中で「年次総会」を

行わせていただきます。ご了承ください。 

次年度ですが、いよいよ永松ガバナー補佐が誕

生します。クラブとしてもしっかりとした基盤

を作って永松ガバナー補佐を支えていきたい

と思っておりまして、これから２つのことに取

り組んでいこうと思います。 

まずひとつは研修です。先ほど、どなたかがが

「奉仕の理想」というロータリーソングを「初

めて聞いた！」とおっしゃっていましたが、コ

ロナで例会が Zoomでしかできなかったせいも

あるかも知れませんが、新しい会員の方もいら

してロータリーの基本がよくわからないまま

今になってしまっていることも事実のようで

す。会員の皆様全員で基礎からロータリーを勉

強しなおそう、ということで研修委員長の高科

会員にお願いして本日より毎回、卓話前の10分

間でミニ研修を重ねていただくことになりま

した。高科研修リーダーよろしくお願いいたし

ます。 

例会日■2021 年 1１月  8 日(月) 会場■隠れ里 車屋  開会点鐘■12：30 

■http://www.fujisawaminami-rc.com 
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藤沢南ロータリーク 

 

  
           

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      

 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 

卓話：ジョンジャイラック シリワット カイウ

ー様（タイ国）、青木会員、 

   竹内国際奉仕委員長 

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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もうひとつは「クラブ戦略計画委員会」を立ち

上げたいということです。クラブの戦略計画と

は何かについては 10 月号の月信に横須賀ロー

タリークラブさんが作り上げた計画について

地区戦略計画委員会の副委員長でいらっしゃ

る阿部会員のインタビューがのっていてとて

もわかりやすく解説されています。簡単にいう

と「どんなクラブにしたいか」を会員の誰もが

理解していて言葉にできるようなスローガン

を創っていきましょう、ということですが、こ

れを創ることによってクラブが強固に活発に

なっていくことでしょう。先日の理事役員会で

木本会員に委員長をお願いいたしました。次年

度へ向かって皆様と良い準備ができればと思

っております。 

本日はタイのミサンガ基金のスリンからシュ

ラニボーン先生の息子さんのカイウー君のお

話を伺えますのでこちらは大変楽しみです。本

日も宜しく願い申し上げます。 

♦来賓ビジター 

ジョンジャイラック シリワット カイウー様

（タイ国） 

 

◆本日のプログラム 

11 月 8 日例会 

ゲストにタイ国スリン出身のカイウーさんを

お迎えしました。カイウーさんのご両親は、南

ロータリーで支援している小学校の先生をさ

れていました。ロータリーとのご縁をきっかけ

に、日本に興味を持たれ、今はタイで日本語の

先生をしていらっしゃいます。 

スリンの様子などを紹介しながら、今後の支援

についてお話しくださいました。 

  

 

 

 

   

当日は、電車が止まってしまうアクシデントも

ありましたが、青木会員がスリンやカイウーさ

んのご紹介をしている間に到着され、無事に卓

話をしていただきました。 

スリンの方々が、支援を受けるだけではなく、

ご自分たちで努力し

て豊かになろうとい

う気持ちに変わって

きているというお話

があり、ロータリーと

してスリンの教育環

境への支援がとても

意義のあることだと

実感できました。 
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本日の例会では、定時総会も開かれ、 

木本次年度会長はじめ、理事、役員が発表され

ました。永松次年度 AG を、皆で支えましょう

と新井会長からのお言葉でした。 

また、今年度は、高科研修リーダーより、新入

会員向けにロータリーについての基本的なお

話を例会毎にして頂くことになりました。 

 

 

木本会長エレクト 

   

 

 

2021～22 年度森井指名委員会委員長 

  

 

 

 

 

高科研修リーダー 

   

 

9/11 大澤会員誕生日祝贈呈 

   

 

阿部地区戦略計画委員会副委員長 

 

♦次週プログラム 

11 月 15 日（月）卓話：村井職業奉仕委員長 

          倉田プログラム委員長 

                 車屋 



 

4 

藤沢南第 1848 回 

回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

♦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％ ６０・５２ 

本日欠席者 大和田君、小林君、陣内君、瀬戸君、髙岡君、深井君、松尾君、村井さん、森君、 

山田君、吉田君   メイク＝永松君 

新井会長 

ウー君、卓話よろしくお願い致します。 

今日はスリンのお話、たのしみです！ 

芝幹事 

カイウー様、卓話よろしくお願い致します。 

相原君 

タウンニュース誌に永松秀行さん 9 月末、 

全国マスター柔術大会チャンピオンおめでとう

ございました。 

青木君 

ウー君の卓話たのしみにしていました。 

こんな日に電車が止まってしますなんて残念で

す。なんとか間に合うとよいのですが。 

阿部君 

ウー君、ようこそいらっしゃいませ。 

楽しい卓話をお願いします。 

皆さん、末広さんからの神奈川新聞の記事は 

「明日」と記載されていますが、今日です。 

永松さん、世界チャンピオンのタウンニュ－ス

の記事、かっこ良かったです。 

川島君 

青木小四郎様、卓話よろしくお願い致します。 

木本君 

お世話になります。 

ウーさん、卓話よろしくお願い致します。 

倉田君 

ウー君、青木様、卓話よろしくお願い致します。 

後藤君 

お世話になります。 

ウー様、卓話よろしくお願い致します。 

 

高科君 

青木様、卓話よろしくお願い致します。 

今年もあと 2 ヶ月年内中の仕事は頑張ってか

たづけて下さいね。 

本日から研修委員の活動を始めます。 

食事をしながら聞いて下さいね。 

竹内さん 

カイウーさん、本日は電車のトラブルで大変な

中、おこし下さりありがとうございます。 

タイのお話たのしみにしています。 

長谷川君 

カイウー様、卓話よろしくお願い致します。 

日本ハム、新庄監督になって来年はおもしろい

野球が見られるか？コロナも減少なぜ、ある人

に言わせると花粉が影響しているのか？ 

沼野井君 

結婚祝、ありがとうございます。 

お久しぶりです。 

馬場君 

お世話になります。久しぶりの参加です。 

楽しんでいきたいと思います。 

松長さん 

カイウーさん、本日は楽しみにしております。 

昨夜、湘南キャンドルのキャンドル消しのお手

伝いで暗がりの中、階段から転げおちてしまし

ました。幸い、軽傷で済みましたが、今後は 

慎重に行動します。 

安田君 

今日の卓話楽しみにしています。 

カイウーさん、宜しくお願いします。 

スマイ

ル BOX スマイル BOX 本日￥16,000.⁻   累計￥746,016.- 


