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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

やはり藤沢南ロータリークラブの例会は車屋

さんですね！ 

こうして車屋さ

んで皆様にお目

にかかれること

を本当に嬉しく

本日を迎えまし

た。 

本年度のこの車

屋さんでの例会

は何とたった 3 

 

回目です。当たり前のように思っておりました

車屋さんでの例会の開催できることを改めま

して深く感謝申し上げて、新しい気持ちで藤沢

南ロータリークラブも運営して参りたいと存

じます。 

先週はガバナー公式訪問を無事に終えること

ができ、ほっとしております。 

皆様にはガバナー事務所の会議室をお借りし

ての例会運営にご協力いただきまして、当にあ

りがとうございました。 

いざという時に、ぱっと一致してお力を貸して

くださる仲間がいるということを大変心強く

思った次第です。 

ガバナーからもご指摘いただきましたが、これ

からはやはり増強には力を入れなくてはいけ

ないと思っております。次年度、永松ガバナー

補佐を排出するクラブとしても、メンバーの増

強、クラブ基盤の強化は大事な方向性だと考え

ます。皆様もぜひもう一度周りを見回していた

だき、良き仲間を一人でも多く増やすことがで

きるように…お誘いできる方はいないかどう

かご検討ください。 

会員増強がんばるぞ！と思った折に、大変残念

なご報告もございます。 

実はチャーターメンバーのお一人でいらっし

ゃる関根会員から、10 月末をもって退会のご意

向のお手紙をいただいております。 

関根さんといえば、ＳＡＡとしていつもいつも

例会が始まるとき、入口に立って私たちを迎え

入れてくださっていました。ある意味、藤沢南

ロータリークラブの象徴でいらっしゃったと

例会日■2021 年 1１月  １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      

 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：中谷知明様（理学療法士） 

    松長会員のご紹介 

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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思います。体調を崩され、今回ご本人のご意思

で退会のお申し出をいただきました。これまで

の関根さんの藤沢南ロータリークラブへの貢

献に改めて深く感謝申し上げるとともに、お身

体の回復を皆様とともにお祈りしたいと思い

ます。 

関根会員、本当に長い間有難うございました。 

本日は久しぶりで皆様とお顔を合わせての例

会ということで、お祝いなども多いのですが皆

様何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

    
♦来賓ビジター 

中谷知明様（理学療法士） 

塩坂源一郎様（藤沢西 RC） 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）     （結婚記念祝） 

芝       2 日   沼野井   5 日 

山田     13 日   川島    8 日 

木本     26 日   相原    20 日 

（配偶者誕生日祝）   友野    26 日 

湯浅    17 日   

  

  

     

◆本日のプログラム 

１１月１日久しぶりに車屋さんで例会が開催

されました。久しぶりで少々バタバタ     もあり、

中川会員がスマイル発表で zoom 例会を 200m

例会と読み間違え大爆笑の渦。誕生日お祝い、

小林会員への 4 つのテストの贈呈、阿部会員へ

のバッチの贈呈など盛り沢山。藤沢西クラブよ

り塩坂会員が永松さんのピンチヒッターで来

訪くださいました。 

本日の卓話は松長会員の小中の同級生で理学

療法士の中谷さんがいらして下さいました。 

依頼があれば個別訪問でも対応してくださる

とのことです。皆様なにか御座いましたらお声

がけ下さい。人間はいくつになっても回復する

力があるそうです(^^) 
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♦定例理事⑤ 

2021～22 年度 藤沢南 RC 第 5 回 定例

理事・役員会 議事録 

日時：２０２１年１１月１日１３時３０分～  

場所：隠れ里 車屋  

出席者：新井 芝 湯浅 倉田 髙岡 阿部 

安田 入澤 青木 高科 木本 

議題 

1.永松 AGE の活動にあたり松長会員を AG 幹

事として推薦する件 

※全会一致で承認。 

2.指名委員会からの報告及び１１月８日の年次

総会の確認 

※全会一致で承認。 

3.クリスマス例会の開催と内容に関して 

高岡親睦委員長より説明 

※予定通りの日程で実施予定 

※ビュッフェ形式での会食は中止し、一席４

名での配膳方式で実施予定 

※催物に関しては、入澤会員紹介の新堀ギタ

ー所属のミュージシャンに依頼する事で 

 全会一致で承認。 

4.クラブ戦略計画 中期ビジョン担当委員会に

ついて 

新井会長、地区戦略委員の阿部会員より説明 

平塚、茅ヶ崎、横須賀の RC は２～３年の期

間を設けて中期ビジョンの策定をしている

との説明。 

期間が長いので、委員長には新井会長若しく

は木本会長エレクトが望ましいと、阿部会員

より提案。 

新井会長より、木本会長エレクトが適任では

ないかと推挙あり。 

※全会一致で承認。 詳細に関しては木本委

員長に一任。 

5.藤沢南ロータリークラブ 細則検討委員会に

ついて 

 新井会長より説明。 

 本年度中に整備した上で、来期に引き継ぎた

いとの意向。 

 倉田会員を委員長に推挙。 

 ※全会一致にて承認。 

6.今後の入会５年以内会員の研修について 

 湯浅会員、高岡会員より説明 

 新しい会員がロータリーの事を良く理解で

きていないので、例会時のスマイル発表後、

卓話開始前の 

 時間（約５～１０分に高科研修リーダーより

ロータリーの事を講義して理解を深めて頂

く予定。  

講義して頂く会員は、事前に高科研修リーダ

ーより報告頂く事に。 

※全会一致で承認。 

7.その他 

 芝幹事より説明。 

 １０月退会の関根会員が８月に誕生月を迎

えており、誕生祝いを渡すことを確認。 

 ※全会一致で承認。 末広様に郵送頂く事に。 

 

♦他クラブ例会変更及び休会 

藤沢 RC11/3(水)休会(祝日)、24(水)休会(祝日週) 

     メークアップにお越しの際は火曜

日の正午までに事務局までご連絡

頂きたくお願い致します。 

藤沢北西 RC 11/18(木)⇒休会 

寒川 RC 11/15 (月)⇒21 日「R の泉清掃活動」

13:30 点鐘、さむかわ中央公園 

    11/22(月)休会(祝日週) 

あやせ RC 11/2(G 公式)、9、16(火)通常例会 

      11/23(火)休会(祝日）  

 

♦次週プログラム 

11 月 8 日（月）卓話：ジョンジャイラック  

シリワット カイウー様（タイ国） 

   タイ・スリンのスラニポン先生とインタ 

ーネットで繋ぎます。 

      竹内国際奉仕委員長、青木会員  

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％ ４４・４４ 

本日欠席者 大澤君、後藤君、陣内君、瀬戸君、沼野井君、羽原さん、馬場君、松尾君、 

村井さん、森君、山田君、吉田君   メイク＝永松君 

中谷知明様（卓話者） 

このたびは、コロナ禍明けの初回にお招き頂き

ありがとうございます。 

塩坂源一郎様（藤沢西 RC） 

藤沢西の塩坂です。 

本日は永松さんのピンチヒッターで参りまし

た。どうぞよろしくお願い致します。 

新井会長 

中谷様、塩坂様、ようこそ。 

やっと皆様と車屋さんでお目にかかれて幸せで

す。新しい気持ちでまた宜しくお願い致します。 

芝幹事 

皆様、本当に久しぶりでございます。 

車屋さんで例会できる事がとても嬉しいです。 

相原君 

暫くぶりの車屋の例会、楽しく一時をよろしく

お願いします。 

青木君 

やっぱり車屋での例会は最高ですね。 

皆さんにお会いできてうれしいです。 

阿部君 

リアルの例会、久しぶりです。 

やっぱり、リアルでご飯を食べられるのは良い

ですね。中谷様、卓話楽しみにしています。 

できれば、ご入会を楽しみにしています。 

川島君 

中谷様、卓話よろしくお願い致します。 

みなさま、お久しぶりです。 

このままつづけられると良いですネ。 

 

木本君 

お世話になります。 

中谷様、卓話よろしくお願い致します。 

塩坂様、ようこそ。 

久しぶりの車屋例会、楽しみです。 

倉田君 

中谷様、卓話よろしくお願い致します。 

小林君 

お世話になります。 

竹内さん 

中谷様、卓話よろしくお願い致します。 

久しぶりの車屋さんでの例会が開催できてう

れしいです。 

このままコロナの終息を願います。 

長谷川君 

中谷様、卓話よろしくお願い致します。 

塩坂様、南クラブへようこそ。 

松長さん 

中谷様、卓話よろしくお願い致します。 

昨日、ようやくワクチン 2 回目を接種しまし

た。水分を沢山とって副反応にそなえました。 

身体があちこち痛いですが、無事出席できてよ

かったです。 

安田君 

秋晴れの中、気持ち良い日です。 

中谷さん、卓話楽しみにしています。 

山根君 

新井会長、ZOOM 例会の間、大変お世話になり

ました。おかげで退会しないですみました。 

 

スマイル

BOX 
スマイル BOX 本日￥16,000.⁻   累計￥730,016.- 


