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♦会長挨拶         木本会長 

みなさん、こんにちは。 

７月８日は私の結婚 10 年目の記念日でした。 

まさにその日にこの日本を震撼させるような

出来事が起き、

節目のお祝い

と悲しい出来

事が同時にあ

り、生涯忘れ

られない日と

なりました。

その中でも

「家族みんな 

 

 

でスマイルで頑張っていこう」という話をその

日は１日しました。 

私は今回、「四つのテスト」の４番の【みんなの

ためになるかどうか】にフォーカスしてます。

それを家族に置き換え家族のためになってい

るかどうかということで、昨日は家族 Day とい

うことで、朝から晩まで老体にムチを打ちなが

ら普段しないような遊びを子供とたくさんし

たので、心なしか今日の例会は疲れ気味の出席

となってしまいました（笑） 

本日は永松AGの卓話を楽しみにしております。 

今月末には佐藤祐一郎ガバナーが公式訪問す

る日ですので、一人でも多くの方の出席をお待

ちしております。 

このクラブから永松 AG を輩出し、そこにガバ

ナーにきていただけるということで、とても楽

しみにしています。 

それでは今日も１日スマイルで例会をしまし

ょう。 

 

♦来賓ビジター紹介 

7 月 4 日 

足立康成様（木本会長、後藤会員のご紹介） 

戸嶋優一様（永松 AG のご紹介） 

7 月 11 日 

横山裕美様（松長会員のご紹介） 

芳賀伸行様（永松 AG のご紹介） 

久保田和美様（永松 AG のご紹介） 

趙劉興さん（米山奨学生） 

例会日■2022 年 7 月 11 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 ·········· 木本会長 

四つのテスト         羽原幹事 

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       倉田会員 

 奉仕の理想  

 藤沢南 RC の歌 

会長挨拶 ·········· 木本会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

永松秀行ガバナー補佐訪問日 

  趙劉興さん（米山奨学生）6，7 月分贈呈 

閉会点鐘 ·········· 木本会長 

http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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◆本日のプログラム  

ガバナー補佐公式訪問 

 

 

 

 

 

 

卓話は永松ガバナー補佐より、2022-23 RI  ジ

ェニファーEジョーンズ会長の方針などについ

て、マイロータリーから分かりやすくお話頂き

ました。 

DEI（DIVERSITY.EQUITY.INCLUSION）は、

ロータリーに大きな変化をもたらす事でしょ

う。 

コロナ禍が加速させたバーチャルコミュニケ

ーションは、対面式での会合や研修、奉仕プロ

ジェクトの最適化の為のツールであって、交流

を希薄化させないようリアル開催の必要性も

感じている。今年度地区ガバナーは、ロータリ

ーの原点であるクラブを尊重し、重視して運営

していきたいとのお話でした。RI 指針について

はマイロータリーに、全て載っていますので、

皆さんじっくりご覧ください。 

ゲストは、横山様、芳賀様、大窪様 

ご入会お待ちしています！ 

米山奨学生の趙さんからは、現在就職活動中で、

早く良いご報告が出来る様に頑張りますとの

事でした。 

  

 

相原会員からは、イマジンロータリーについて

お考えをお話頂きました。 

イマジン.想像するだけではなく、それを実行し

ていこうとお話頂きました。 
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新井会員より、地区からインターアクトのイヤ

ーブックとして DVD ご配られました。インタ

ーアクトの活動紹介となるのでぜひご覧くだ

さい。 

  

 

また、来夏の青少年交換プログラム申込締切が

10 月 20 日です。身近な方でお申し込みされな

いか、ご確認ください。 

再来週はガバナー公式訪問です。皆さんご出席

お願いいたします。 

#藤沢南ロータリークラブ#車屋 

 

 

♦臨時理事会 

2022～23 年度 藤沢南 RC 臨時理事役員会 

議事録 

日時：2022 年 7 月 11 日(月)場所：車屋 

出席者：木本 新井 後藤 青木 竹内  

松長 永松 倉田 入澤 羽原 

【議題】 

1，衛星クラブについて 

2，その他  

決定事項  

1，①藤沢南 RC で衛星クラブは作ることで決

定 

  理由・会員を紹介する人が今決まった人

が多いが、衛星クラブへの紹介は会費負担も

少なく、夜の例会のため誘いやすくなると思

われる 

    ・休会者にもこちらへの移動が可能

なため、退会者を減らすことができる。 

2，①瀬戸会員のお寺「宋賢院」への移動例会

をやったらどうか 

  理由・「鎌倉殿の 13 人」に登場する、大

庭 景親が所蔵したと言われる茶釜があるた

め。 

    ・瀬戸会員に相談して 9 月か 10 月の

夜間例会の日にすれば、車屋での例会を動か

す必要がないため、竹内プログラム委員長に

段取りお願いします。 

②横山 裕美様 芳賀 信幸様 久保田 

和美様 入会届の承認 

   

 

        

♦他クラブ例会休会及び変更 

大和 RC 7/19，8/9，9/20（火） 

取止め例会（祝日週） 

 

 

♦次週プログラム 

7 月 18 日（月）＜祝日休会・海の日＞ 

  25 日(月)佐藤祐一郎ガバナー公式訪問日 

        （津久井中央 RC） 

      11:00～12:00 懇談会 

（会長幹事理事役員） 

      12:30～13:30 例会 

      13:30～14:30 懇談会 車屋 

    

 

 

 

スマイル BOX 本日￥16,000. 

⁻累計￥896,019.- 

 

 

 

スマイル BOX 
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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 

4２名 ３９名 ３名 ２５名(免 2 名) ６０・９８％ ６２・１６％ 

本日欠席者 大澤君、大和田君、川島君、陣内君、菅原君、瀬戸君、髙岡君、馬場君、 

松尾君、村井さん、森君、森岡君、山田君、吉田君、足立君、戸嶋君 

メイク＝小林君 

 

永松ガバナー補佐 

横山様、芳賀様、久保田様、ようこそ。 

趙君、忙しい中、こんにちは。本日、RI と地区の

説明を少しだけさせて頂きます。 

木本会長 

お世話になります。 

永松 AG 様、卓話よろしくお願い致します。 

芳賀様、久保田様、横山様、趙さん、ようこそ！ 

本日も宜しくお願い致します！ 

羽原幹事 

横山様、芳賀様、久保田様、趙様、ようこそ！ 

永松様、卓話よろしくお願いします。 

本日もよろしくお願い致します。 

相原君 

永松ガバナー補佐スピーチ宜しくお願いします。 

青木君 

永松様、卓話よろしくお願い致します。 

新井さん 

永松 AG 様、卓話よろしくお願い致します。 

芳賀様、久保田様、横山様、ようこそ。趙君、勉

強がんばっていますか？就活もがんばってね。 

入澤さん 

永松 AG、卓話よろしくお願い致します。 

横山様、芳賀様、久保田様、趙様、ようこそ。 

倉田様 

永松様、卓話よろしくお願い致します。 

後藤君 

お世話になります。 

永松 AG 様、卓話よろしくお願い致します。 

芳賀様、久保田様、横山様、趙君、ようこそ。 

芝君 

芳賀様、ようこそ。永松 AG、1 年間頑張って下

さい。辻堂海水浴場も今週末 OPEN します。 

皆様、遊びに来て下さい。 

竹内さん 

横山さん、芳賀さん、久保田さん、趙君ようこそ。 

永松 AG 卓話よろしくお願いします。今日はたく

さんのゲストの方がいらしてにぎやかですネ。 

皆さまご入会おまちしています。 

長谷川君 

平和は日本、何がおこるか。 

元安倍総理大臣のご冥福をお祈り致します。 

深井君 

永松様、卓話よろしくお願い致します。 

ガバナー補佐、1 年間ガンバって下さい。 

松長さん 

芳賀様、久保田様、横山様、ようこそ。 

永松 AG、楽しみにしております！ 

森井君 

永松さま、本日はよろしく。 

暑さコロナに注意しましょう。 

安田君 

永松 AG、卓話楽しみにしています。 

あらためて、今年一年宜しくお願いします。 


