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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

本日は久しぶりに雨が降りました。良いお湿り

になったようです。 

先ほど、皆さんとご一緒に「藤沢南ロータリー

クラブの歌」を歌いましたが、改めてこの歌詞

は素敵だなと思いました。私はこのクラブの歌

が大好きです。 

クラブがそれぞれ独自のクラブ歌を持ってい

るかというとそんなことはありません。クラブ

の歌が無いという方がむしろ多いのではない

かと思います。私たちのクラブはこんな素晴ら

しい歌を持っていることが幸せです。 

 

 

入会当時は私もいろいろなことがわからずに

おりました。例えば会費は全てのロータリーク

ラブは同じかと思っておりましたが、会費や入

会費、あるいは例会の回数などもそれぞれのク

ラブのよって違うことを知りました。 

それらのことはクラブの細則によって決めら

れています。 

ロータリーには「ロータリー章典」という 500

ページ以上に渡るぶあついルールブックがあ

り、マイロータリーからダウンロードすること

ができ国際ロータリーによって規定された世

界共通の規定があります。 

各クラブの会則としては、皆さまお手にとって

読むことはあまり無いかも知れが、今年度ピン

クの「クラブ委員会活動計画書」の後ろの方に

ちゃんと「藤沢南ロータリークラブ細則」とい

うものが載っております。 

会長になるにあたり私もこの細則を改めて読

み直しましたが、正直申し上げて大変戸惑いま

した。現所のクラブ運営がこの細則の中の規定

とはだいぶずれてきてしまっていることに気

づいたからです。 

例えば細則には「定例理事会は毎月第２例会日

に」となっていますが、現状では第１例会日に

開催されています。その他いくつか、すでに現

状では守られていない項目がいくつか見受け

られました。この細則は 2006 年に改訂されて

以来 15 年改訂が加えられておりません。 

そこで、今年度は新たに取り組んでおります、

①高科研修リーダーによる毎回の例会におけ

例会日■2021 年 1１月 22 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         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： 藤田教寿様（アクサ生命保険） 

 樋口一郎様（アクサ生命保険） 

  相原会員のご紹介 

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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るミニ研修 ②木本会長エレクトを委員長と

したクラブ戦略計画委員会の立ち上げ  に

加えて ③クラブ細則の検討委員会を創りた

いと思います。 

前回の理事会にて理事役員の皆様に了承して

いただき、倉田会員に委員長として細則の見直

しという大変面倒な作業をお引き受けいただ

くことになりました。 

より現状のクラブ運営に沿った会則を整えて

木本年度への準備をしていきたいと思ってお

ります。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

♦来賓ビジター 

藤田教寿様（アクサ生命保険株式会社湘南営業

所） 

樋口一郎様（アクサ生命保険株式会社横浜支社

健康経営エキスパートアドバイザー） 

 

 

  

 

 
◆本日のプログラム 

11 月 22 日（月）に車屋さんにて例会が行われ

ました。 

本日の来賓ビジターはアクサ生命保険の藤田

様、樋口様です。 

「これから我々の目指すべき健康とは」に関し

てお話してくださいました。 

本日もまずは会長のご挨拶から、 

会長からはロータリーソングはクラブ全部に

あるわけではなく、あるほうが珍しい。そして

例会の回数、会費などは各クラブで違うという 

ことを伝えていただきました。 

現在ある細則もだいぶ現状とはかけ離れてき

ているので倉田会員主導のもと現在見直しの

計画をしているとのことでした。 

■幹事より 

ポリオデー祈願祭を第二 G、第三 G 合同で行う

予定をしています。 

内容はアカペラのコンサートを茅ヶ崎文化会

館で行いそこで募金を募る方向で進めて行き

たいとのことでした。 

■親睦委員 高岡会員より 

12 月 13 日は 2 年ぶりとなるクリスマス例会に

なります。ただ例年とはだいぶ変わってくるの

で、申し込みが複雑になっているため、各自申



 

3 

藤沢南第 1850 回 

回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

込用紙を読んでくださいとのこと 

■高科会員によるミニ研修 

ロータリーは親睦（友情）と奉仕（友愛）の 2

本柱であること 

ロータリアンは他の例会（世界各国も含む）に

参加が可能であること。（その際にはネクタイ

とバッチは必要） 

藤沢南ロータリークラブの例会の場所の歴史

などを話してくださいました。 

■アクサ生命保険の藤田様、樋口様より 

テーマ：これからの我々の目指すべき「健康」

とは？ 

アクア生命保険様では「健康経営優良法人認定

制度」のサポートをしており、健康に関する貴

重なお話をいただきました。 

次回例会は 11 月 29 日（月）車屋さんにて行わ

れます。 

♦高科研修リーダー 

２０２１～２０２２研修リーダー高科建治（２） 

新井会長よりミニ研修を入会 5 年未満の方へ、

ロータリーについてお話をという、依頼があり

ましたので、会員の皆様よろしくお願いします。 

クラブの例会（Meeting of club） 

各クラブは、自己の権限で例会場を決定できま

す。各クラブの会員は、いずれも他のロータリ

ー・クラブの例会に出席する権利がありますか

ら、クラブは他のロータリー・クラブのどの会

員でも出席できるような場所で例会を開くも

のと期待されています。 

ロータリアンが他クラブに訪問をするときに

は、必ずネクタイとロータリーバッチを付けて

行ってください。藤沢南ロータリークラブは季

節により、今では 7 月から 9 月まではノーネク

タイとされていまが、各クラブの状況によりま

すので、ロータリーバッチとネクタイは持って

いた方が良いと思います。女性の方もロータリ

ーバッチをつけて例会に出席してください。 

クラブは、その所在地域内に例会を開くべきで

ある。と言われています。 

ロータリアンは、 RI のウェブサイト

（www.rotary.org）の「クラブの所在地検索」

で、クラブの例会日、時間、場所を探すことが

できます。 

藤沢南ロータリークラブ例会場の遍歴では私

が入会した翌年から、第 13 代今井会長から湘

南ホテルでの例会場所となり、第 21 代数野会

長まで 9 年間続きました。20 周年記念式典は

数野会長・私し高科幹事で行い。新クラブの誕

生となり藤沢南ロータリークラブ会員皆さん

のご協力を頂き、成し遂げることが出来ました。

ふじさわ湘南クラブの式典などは湘南ホテル

で行いました。数多くの思い出を残して翌年湘

南ホテルが閉鎖になりましたので、続いて第 22

代桜井会長はホテル向洋で 1年間例会場となり

第 23 代上林会長から「車屋」になり、本年度第

42 代新井会長で丁度 20 年目となります。また 

現在は車屋さんが公式な場所であり、 ロータ

リアンの非公式な会合は、クラブあるいは地区

の公式会合とはなりません。従って非公式会合

の出席者によるいかなる決議も、クラブあるい

は地区の意見の表明であると理事会がみなす

ことはありません。非公式会合とは飲み屋さん

等で集まって決めたことは、公式会合とは見な

されません。必ず「車屋」での理事会を通すこ

とが必要です。 

親睦（Fellowship）友情・友愛 

ロータリーの二本の柱として、ロータリアンの

ほとんどは親睦と奉仕をあげますし、新しいロ

ータリー年度が始まっても、新会長の挨拶にも

決まって親睦と奉仕という言葉が述べられま

す。親睦と奉仕がロータリー・ライフを支える

二本の柱であることは、疑いのない事実です。

ロータリーが定義する親睦と奉仕は、辞書を引

いても正しい解釈が活字化されていないロー

タリー独自の概念があります。「Fellowship」フ

ェロウシプを「親睦」と訳したことも問題があ

るかもしれません。むしろ、「友情」とか「友愛」

と訳した方が理解しやすいでしよう。 

「親睦」とはロータリークラブがクラブとして

存続していく上でかかすことの出来ない必要

条件となる、ロータリアンの個人個人の心が結

合した状態を表す概念なのです。言い換えれば

「fellowship」はロータリーの引力とも言えま

す。親睦とは友情と友愛を育てる活動です。 
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♦他クラブ例会休会及び変更 

茅ヶ崎 RC12/23(木)17:15 点鐘 コルティーレ

茅ヶ崎(例会後親睦クリスマス家族会) 

     12/30(木)休会(クラブ定款により) 

♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦

次週プログラム 

12 月 6 日（月）卓話： 倉田プログラム委員長   

定例理事会⑥ 車屋 

 

 

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％ ７０・２７ 

本日欠席者 後藤君、瀬戸君、羽原さん、馬場君、松尾君、村井さん、森君、安田君、山田君、 

吉田君   メイク＝青木君 

新井会長 

樋口様、藤田様、卓話宜しくお願い致します。 

昨日の鎌倉は大変な人出でした。 

だいぶ元の生活に戻ってきました。 

このまま無事に新年を迎えられますように！ 

芝幹事 

藤田様、樋口様、ようこそいらっしゃいました。

宜しくお願いします。 

相原君 

アクサ生命保険、樋口アドバイザー、藤田マネ

ージャー、今日のスピーチよろしくお願いしま

す。 

川島君 

アクサ生命、樋口様、藤田様、本日はよろしく

お願いします。次回はベトナム人の職員等 5 人

がおじゃまします。 

木本君 

お世話になります。 

藤田様、樋口様、ようこそ。 

竹内さん 

アクサ生命、樋口様、藤田様、ようこそ。 

本日は卓話よろしくお願い致します。 

永松君 

樋口様、藤田様、卓話よろしくお願い致します。

昨日は、神戸に打合せで日帰りで仕事してきま

した。最近、年取って疲れがぬけないです。私

も、相原さん見習って 100 才目指してお酒ひ

かえます。 

スマイ

ル BOX スマイル BOX 本日￥12,000.⁻   累計￥769,016.- 


