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♦会長挨拶         新井会長 

   

皆様こんにちは。 

改めまして、今年度 2021-22 年の藤沢南ロ

ータリークラブの第42代会長を仰せつかりま

した新井智代です。 

緊張とともに本日会長として初めての例会を

迎えました。未熟ではございますが、芝幹事の

お力をお借りして一所懸命務めて参りたいと

思います。コロナの第 3 波をこえる急激な感染

拡大がオリンピックの開催とともにどうなる

のか、心配されている今日このごろですが、皆

様全員健康に楽しくこれから 1 年間どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

後ほど、卓話の時間に今年度の方針については

詳しくお話しさせていただきます。 

お渡ししたいものも沢山ございますので、早速

例会をすすめさせていただきたいと思います。 

 

乾杯の音頭は山根会員（ノンアルコールで） 

     

例会日■2021 年 7 月  5 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     コロナ禍で黙唱 

 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：新年度を迎えて 

   新井智代会長、芝直也幹事、  

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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第 3G 椋梨 AG 様    第 2G 石田 AG 様 

   

 ゲストの小林様（新井会長の紹介） 

   

使用済み切手を集めて送りましょう。と、小倉

会員が呼びかけしました（大阪天王寺 RC へ） 

 

直前・湯浅会長、髙岡幹事へ記念品贈呈！   

    
                                                    

 

7 月会員誕生日祝,車屋さんの商品券を贈呈 

   

   

  

 

 

◆本日のプログラム   

新井新年度の例会が 7月 5日車屋さんにてスタ

ートしました。 

来賓ビジターは 3 名 

第二グループガバナー補佐の石田様（逗子 RC） 

第三グループガバナー補佐の椋梨様（藤沢 RC） 

そして新井会長からの紹介の小林様 

が来てくださいました。ありがとうございます。 

新年度ということもあり、コロナ禍のため自粛

していた「君が代」「藤沢南ロータリークラブの

歌」を全員で黙唱しました。 

7 月度はたくさんの会員の誕生日でもあり、誕

生日の方には車屋さんで使える食事券が配ら

れました。 

また芝幹事から松竹さんでいただいた映画チ

ケットをみんなにプレゼントしてくださいま

した。 
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連絡事項としては 

・小倉会員から古い切手があったら集めて事務

局より送付すること 

・7 月 26 日にオリンピックのボランティアス

タッフとしてうちわ配りがある 

になります。 

本日の卓話まもちろん新井会長による初年度

挨拶。 

新井会長が掲げる 3 つの S「Smile」「Service」

「Sustainable」について話してくださいまし

た。 

それと各委員からの一言挨拶があり、最後は芝

幹事からのしめの挨拶をいただきました。 

まだまだこの世の中はコロナの時代が続きそ

うですが、みんなでバックアップして 21-22 年

度がすばらしい一年であるようにしていきた

いと思います。 

次回例会は 7 月 12 日（月）車屋さんにて行わ

れます。馬場会員のイニシエーションスピーチ

です。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

卓話：新井智代会長 

本日、私がしているこのスカーフはテーマスカ

ーフです。 

色とりどりはロータリーの多様性を表してい

るとのことです。 

ＲＩ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

るためにとなっています。 

「奉仕」が前面にうたわれるスローガンとなり

ました。 

実は昨年 40 周年の記念例会の際にチャーター

メンバーでいらっしゃる相原会員から第 1回の

会報のコピーが皆様のお手元に配られました。 

1980 年 10 月 27 日 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

が行われました。この年のテーマは「TAKE 

TIME  TO  SERVE 時間を捧げよう奉仕の

ために…と「奉仕」がメインでうたわれていま

す。 

当日、来賓の伊藤 茂 直前ガバナーがスピー

チでこう語っておられます。 

「ロータリーは親睦に始まって親睦に終わる

といわれる程、親睦を大切にするクラブではあ

りますが、しかし親睦だけあったならば他の社

交クラブと何等変わるところがないのであり

まして、その基盤にロータリーの奉仕の実践哲

学があるということがロータリーのロータリ

ーたるゆえんであり、今日のこの発展がなされ、

更に明日への発展が約束されるものと確信す

るものであります。 

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」 

 

私たちは今年度、改めて創立総会の基本精神に

戻って「奉仕活動」を実践していきたいと思い

ます。 

その実現のためにわかりやすく 3 つの「Ｓ」を

柱に掲げさせていただきました。 

①ＳＭＩＬＥ  

いつも元気で愉快に笑っていたいと思います。 

プログラム委員長 クラブの楽しさは日々の例

会から。 

親睦委員長にはぜひ楽しい企画を、例会運営委

員長・ＳＡＡ委員長には楽しい例会の実現をお

願い申し上げます。 

呼び止めてアドバイスをしていただきたいと

思います。 

長崎との楽しい交流も楽しみです。 

②ＳＥＲＶＥ  

奉仕活動には例年にも増して熱をもって取り

組みたいと思います。奇しくもロータリークラ

ブでは「女子のエンパワメント」が課題となっ

ております。社会奉仕委員長には松長さん、職

業奉仕委員長には 村井さん 、青少年奉仕委
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員長には羽原さん、国際奉仕委員長には竹内さ

ん、米山委員長には入澤さん・・・と女性陣を

がっつり投入しましたので大いに暴れてくだ

さい。 

また、本年度は田島ガバナーの方針で IM では

なくグループ全体で「ロータリー奉仕デー」を

行いましょう、ということで当クラブは担当ク

ラブとしてこの行事を牽引して参ります。実行

委員長には阿部会員、副委員長に永松会員、そ

の他会員はすべて実行委員ですので、も第３グ

ループ全 9クラブで素晴らしい奉仕活動が実現

して参りましょう。 

そして来年 2 月 12 日にはハートオブゴールド

の有森裕子代表をお招きして講演会や贈呈式

典を椋梨ガバナー補佐のもと計画しておりま

す。こちらは第 3 グループが久しぶりで全９ク

ラブ終結する親睦の場にもなるかと思います。

この会が盛会のうちに開催できますよう皆様

のお力添えをお願い」いたします。 

③SUSTAINABLE  

三つ目の S は「持続可能な」という意味の

SUSTAINABLE を上げさせていただきました。

40 年続いた藤沢南クラブが 45 周年、50 周年、

いえ 100 周年に向かってやっておかなければ

ならないことは何でしょう。 

若い仲間もどんどん増やしていかなければな

りません。 

増強委員長には木本さん、公共イメージには陣

内さん 

研修リーダーには高科先生にお願いいたしま

した。 

また今年度は「クラブフューチャービジョン会

議」の開催を行いたいと思います。藤沢南クラ

ブからの地区への貢献度の高い永松会員をガ

バナー補佐へ送り出すことを含めて、戦略委員

会を立ち上げクラブの長期目標と合わせて検

討する委員会を立ち上げる所存です。 

役員・理事をはじめとする会員の皆様、何卒よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

芝幹事の挨拶 

   

 

♦定例理事会① 

2021～22 年度 藤沢南 RC 第 1 回 定例

理事・役員会 議事録 

日時：2021 年 7 月 5 日(月)場所：車屋 

出席者： 新井、芝、湯浅、永松、倉田、高

岡、阿部、安田、入澤、青木、羽原、高科 

議題 

１．小林誠様の入会認証の件 

  新井会長より提案説明。理事会出席者に

入会申込書回覧。 

２．事務局勤務形態の件 

  新井会長より提案説明。月曜日、金曜日

は事務局出勤、水曜日は自宅にてリモー

ト勤務にて全会一致。 

３．例会開催日、変更検討の件 

  新井会長より提案説明。相原会員より、

藤沢北ロータリークラブの廃止により、

金曜日の例会が可能になったので、変更

してはどうかとの提案があったとの 

  こと。安田会員、永松会員が地区や業務

上の予定上、現状では金曜日よりも月曜

日のほうが都合が良いとの事で、検討の

結果、今回は見送ることで決議。 

４．戦略委員会設置の件 

  新井会長より提案説明。クラブヒューチ

ャービジョン会議として、過去に、３

５・４０運動等の委員会等を設置した経

緯あり。 今回は、藤沢南 RC より AG 

排出する為に、「AG 推進委員会」を設置

する方向性で決議。AG 候補の永松会員よ

り、AG 補佐を１名付けて欲しいとの要望

あり。できれば、現在地区に出  
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ていない方が望ましい。今後、理事会に

て協議。 委員会設置時の担当は高岡会

員に依頼することで全会一致。 

５．４５周年へ向かい、積立金に関して 

  新井会長より提案説明。現在、本会計よ

り５０万円の積立を予定しているが、別

途積立金を徴収等するべきかどうか。 

４５周年の際には、２００～３００ 

  万前後の費用が見込まれるが、本年度に

関しては本会計からの５０万円の積立金

を予定しており、次年度以降の会長が検

討すべきとのことで全会一致。 

６．その他 

  倉田プログラム委員長より提案説明。 

  ８月３０日の夜間例会を三笠会館にて予

約済みだが、以前、当クラブにて三笠会

館も例会場にするか検討した際、若干の

諍いがあったとの報告を栗原会員よ 

り指摘を受けたとのこと。 このまま進

めて良いか協議。 時間も経過してお

り、問題ないであろうとのことで、予定

通り三笠会館にて例会実施することで 

全会一致。 

    

♦出席報告 

 

 

 

 

♦他クラブ例会休会及び変更 

茅ヶ崎 RC 7/22(木)祝日休会（海の日） 

       29(木)18:00 点鐘コルティーレ 

茅ヶ崎 ビジター費 5,000 円(直前会幹慰労会) 

      8/12(木)お盆休会 

あやせ RC 7/6(火)、13(火)、27(火)通常例会 

       12:30~ 

  当分の間昼食無しで 30～40 分程度の開催 

      7/20(火)休会(クラブ定款により) 

寒川 RC 7/12(月)例会後、直前会長幹事慰労会 

     19(月)休会(祝日週) 

 

♦次週プログラム 

7 月 12 日（月）卓話：馬場清志会員の 

イニシエーションスピーチ 

          車屋 

  19 日（月）ZOOM 例会 12:30～ 

      卓話：永松秀行奉仕デー副委員長 

 

     

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 1名含) 75％ ５7・89 

本日欠席者 大和田君、後藤君、関根君、瀬戸君、馬場君、松尾君、村井さん、森君、吉田君   
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スマイル

BOX 

石田隆様（逗子 RC、第 2G ガバナー補佐） 

お世話になります。 

新井会長の航出を祝して、おめでとうございます。 

椋梨兼彰様（藤沢 RC、第 3G ガバナー補佐） 

本日は、新井会長、芝幹事、初例会おめでとうございます。

本日はお忙しい所ですが参加させて頂きます。 

1 年間よろしくお願い致します。 

新井会長 

椋梨 AG、石田 AG、本日はありがとうございます。 

小林様、ようこそ。 

皆様、本日より会長をつとめさせていただきます。 

1 年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

芝幹事 

椋梨 AG、石田 AG、小林様、ようこそ。 

本年度、1 年間宜しくお願いします。 

青木君、栗原君、 

新年度、新井会長,芝幹事一年間宜しくお願いします。 

阿部君 

新井会長、芝幹事、楽しい一年間を宜しくお願い致します。

椋梨ガバナー補佐、石田ガバナー補佐、ようこそいらっし

ゃいませ。新井会長への応援ありがとうございます。 

入澤さん 

椋梨 AG、石田 AG、小林様、ようこそ。 

新井会長、芝幹事、1 年間、宜しくお願いします。 

小倉さん 

新井会長、芝幹事、大変な時の船出ですがゆっくりと楽し

んでがんばって下さいネ♡♡♡！ 

川島君 

誕生祝、ありがとうございます。 

小林様、椋梨様、石田様、ようこそ。 

小林様、是非ご一緒にロータリー活動を楽しみましょう。

私は今日から後期高齢者になります。良いのか悪いのか判

りませんが。新井、芝体制の発足をお祝い申し上げます。 

木本君 

お世話になります。小林様、ようこそ。 

新井会長、芝幹事、1 年よろしくお願い致します。 

石田様、椋梨様、ようこそ、よろしくお願い致します。 

髙岡君 

1. 新井会長、芝幹事、1 年間宜しくお願いします。 

2. 前年度のつみのこしとして、7/26 オリンピックセーリ

ング会場（江の島北緑地）での第 3 グループ共同事業

(うちわ配り)があります。分担よろしくお願いします。 

 

高科君 

新井会長芝幹事さん 1 年間宜しくお願いします。ワクチン

を左うでに接種しました。1 回目うでが重くなりました。 

竹内さん 

石田様、椋梨様、小林様、ようこそ。新井会長、芝幹事、

新年度これから 1 年間よろしくお願いします。 

中川君 

新井会長、芝幹事これから 1 年間よろしくお願い致しま

す。 

永松君 

小林様、石田 AG 様、ようこそ。 

新井会長、芝幹事 1 年間宜しくお願い致します。 

小林様、是非是非の入会をお待ちしています。 

藤沢南ロータリークラブの柔術クラブも入会よろしくお

願い致します。椋梨 AG、本日はありがとうございます。

また一緒にカンボジア行きたいです。 

沼野井君 

新井会長、芝幹事 1 年間宜しくお願い致します。 

長谷川君 

新年度を迎え、新井会長、芝幹事長、一年間宜しくお願い

致します。 

羽原さん 

新井会長、芝幹事 1 年間宜しくお願いします。 

2 年ぶりの復帰で又新たな気持ちでがんばりますのでよろ

しくお願いします。 

深井君 

新井会長、芝幹事 1 年間ガンバッテ下さい。 

楽しく明るい 1 年になりますよう祈ります。 

松長さん 

石田様、椋梨様、小林様、ようこそ。 

新井会長、芝幹事一年間宜しくお願いします。 

森井君 

新井会長、芝幹事殿、コロナ禍の中、大変ですけど 

一年間よろしくお願いいたします。 

安田君 

新井年度ｽﾀｰﾄ。本日も楽しく充実した例会にしましょう！ 

山根君 

新井会長、芝幹事、役員の皆様一年間頑張って下さい。 

湯浅君 

誕生祝、ありがとうございます。新井会長、芝幹事、新年

度のロータリー運営よろしくお願い致します。健康に注意

され、一年間頑張って下さい。会員の皆様、前年度は様々

なことで御協力ありがとうございました。 

 

スマイル BOX 本日￥31,000.- 累計￥6780,013.- 


