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♦会長挨拶         新井会長 

   

皆様こんにちは。 

車屋さんでの例会にも少し慣れてきたところ

でしたが、本日はいつもより早くこちらの会場

へ到着しましたら、もうすっかり準備がされて

いて「そうか、例会の準備はこんなに早くから 

されているんだ」とびっくりいたしました。 

 

 

改めて考えますと、国旗やロータリー旗をはじ

めひとつひとつの会場の備品が全てあるべき

場所にあり、それで当たり前だと思っていまし

たが、実は車屋さんのスタッフの皆様が準備し

てくださるからこそ、私たちの例会ができてい

るのです。感謝の気持ちを深めました。 

先週は地区の危機管理セミナーがミナパーク

の一番大きな会場であり、永松 AGE、木本会長

エレクトとともに 3 名で参加して参りました。

会場には 100 人以上の人が集まり、久しぶりの

大きな集合研修でした。青少年を中心とした各

種ハラスメント危機管理への研修でしたが大

変勉強になりました。次年度への準備も着々と

進んでいます。 

さて、本日は村井職業奉仕委員長に卓話をして

いただきます。私が会長になった際、四大奉仕

の委員長は全て女性にお願いしようと思い、松

長さんに社会奉仕、竹内さんに国際奉仕、羽原

さんに青少年奉仕とそれぞれの委員長になっ

ていただきました。村井さんは昼の例会時間が

お仕事でほとんど出席できず、委員長は無理と

おっしゃったのですが「それでもぜひ！職業奉

仕委員長を！」とお願いして引っ張り出した次

第です。卓話の日程を決めて、その日だけは予

定して出席します、と仰ってくださり本日を迎

えました。ご本人は案外緊張するタイプだそう

ですが、努力家で責任感も強くいらっしゃるの

でよく準備してきてくださっていると思いま

すので楽しみです。どうぞよろしくお願いいた

します。 

例会日■2021 年 1１月 15 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 

 

  
           

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 

 それでこそロータリー 

 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：村井晴子職業奉仕委員長 

   倉田プログラム委員長 

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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ご報告ですが芝幹事に米山功労者の盾が届い

ております。おめでとうございます。 

芝幹事にひとこといただき、また永松会員が今

年度地区の米山学友委員会に出向しておられ

ますのでひとこといただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

♦来賓ビジター 

戸嶋優一様（芝幹事ご紹介） 

 

◆本日のプログラム 

本日は村井職業奉仕委員長による卓話でした。 

オブザーバーに、SURFOOD 株式会社代表取締

役の戸嶋優一様をお迎えしました。 

戸嶋様は、辻堂で色々な飲食店を経営なさって

います。戸嶋様ようこそ！ 

ロータリー奉仕デーのチラシができあがりま

した。これから藤沢市内の全中学校に配布され

ます。大切に使われた運動

靴が沢山寄付されるといい

ですね。寄付品の回収、選別、

洗浄などを今後行いますの

で、会員の皆様ご協力お願

い致します。 

芝幹事が米山功労賞を受賞

され、授与式を行いました。

芝幹事は、ロータリアンとして、様々な寄付を

する中、本で米山事業の素晴らしさを知り、是

非この事業に寄付を頑張ろうと思ったそうで

す。芝幹事、おめでとうございます。 

   

永松会員より、米山奨学生を経て各国の中枢で

活躍する方が沢山いる事から、この事業が大変

意義のある事とご説明頂きました。 

 

村井職業奉仕委員長による卓話では、11 月 15

日に所縁あるいくつかの業界団体についてお

話し頂きました。   

  

  

  

  

  
さすが、クイズなどを織り交ぜ、楽しく分かり

やすい卓話をして頂きました。 

 

湯浅副会長から、スマイルの用途についてご説

明がありました。 
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親睦委員より、12 月 13 日のクリスマス例会に

ついて、久しぶりの大きな例会となりますので、

皆さま奮ってご参加くださいとのご連絡です。 

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ川島会員     ｽﾏｲﾙ発表森井委員 

  

 

2021~2022 研修リーダー高科建治 

新井会長から新入会員の皆さんに向けて例会

の合間に、ミニ研修を実施してください。との

お話があり、本日から始めたいと思います、会

員の皆さんよろしくご協力をお願いします。 

ク ラ ブ の 例 会

（Meeting of Club） 

ロータリー・クラブは、

奉仕の理念を追求し

実践するロータリア

ンの集まりです。 

例会に参加すること

がロータリー活動の

基本であり、ロータリーの例会は奉仕の理想を

探求するために会員同士が意見の交換を行い

自分自身の成長と、奉仕の実践の基本となる会

員の親睦を図る場所であります。 

ロータリーの例会は人生の道場 

ロータリー・ライフにおける親睦は、先ず、毎

週必ず例会に出席することから始まります。 

例会の目的は、職業上の発想の交換を通じて、

分かち合いの精神による、事業の永続性を学び、

友情を深め、自己改善

を図ることにあり、そ

の結果として奉仕の

心が生まれてくるの

です。例会出席がロー

タリー・ライフの前提

となる所以なのです。

米山梅吉は「ロータリ

ーの例会は人生の道場」と語っています。 

例会運営に当たる者は、事業に従事すべき貴重

なじかんを割いて例会に参加する会員に対し、

それに値するメリットを与える義務がありま

す。 

限られた時間の中で、如何に有益な情報を効果

的に提供するかを真剣に考えて、実行しなけれ

ばなりません。 

会長の時間、議事、各種の報告、卓話、そのひ

とつひとつがロータリー運動の質を高め、参加

者の心に深い感銘を与える内容であってこそ、

初めて例会出席の意義が満たされるのです。 

最後に例会は多くの委員会員の皆さんの協力

によって行われています、会員の皆さんはそれ

を無駄になされないように、例会に１００％出

席を目指して頂きたいと思います。 

次回は湯浅会員にお願いをしています。  

 

      

 

♦次週プログラム 

11 月 22 日（月） 

卓話：アクサ生命保険（株）湘南営業所 

    藤田教寿様(セールスマネージャー) 

     アクサ生命保険（株横浜支社 

    樋口一郎様(健康経営エキスパート 

アドバイザー) 

    相原会員ご紹介  

    倉田プログラム委員長   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％ ６７・５７ 

本日欠席者 大澤君、大和田君、栗原君、陣内君、瀬戸君、髙岡君、羽原さん、馬場君、 

松尾君、森君、山田君、吉田君   メイク＝阿部君、木本君、中川君、安田君 

新井会長 

村井様、卓話よろしくお願い致します。 

戸嶋様、ようこそ。 

本日はいよいよ職業奉仕委員長にご登場いた

だきます。委員長をお願いした時から楽しみに

していました。 

芝幹事 

村井様、卓話よろしくお願い致します。 

戸嶋様、ようこそ。 

青木君 

村井様、卓話よろしくお願い致します。 

川島君 

村井様、卓話よろしくお願い致します。 

結婚祝、ありがとうございます。 

小林君 

お世話になります。 

後藤君 

お世話になります。 

村井様、卓話よろしくお願い致します。 

戸嶋様、ようこそ。 

 

 

竹内さん 

村井様、卓話よろしくお願い致します。 

戸嶋様、ようこそ。 

永松君 

村井様、卓話よろしくお願い致します。 

戸嶋様、ようこそ！！仕事もおちついて来た

と思うのでロータリーに入って社会に奉仕し

ましょう！！ 

長谷川君 

戸嶋優一様、ようこそ。楽しんで下さい。 

ハルチャン、卓話楽しみにしております。 

深井君 

先週、私の中学 3 年間家庭教師をしていただ

いた恩師に 58 年ふりに再会し、大変感動しま

した。80 才になっていますが、まだ 2 冊の本

を書くので頭はすごくさえているのにおどろ

きました。 

森井君 

村井様、卓話楽しみにしています。 

コロナこのままで止まって下さい。 

気はつかいましょう。 

スマイ

ル BOX スマイル BOX 本日￥11,000.⁻   累計￥757,016.- 


