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＜基本的教育と識字率向上月間、ﾛｰﾀﾘｰの友月間＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦会長挨拶         木本会長 

 

本日はいつも

出席されてい

る方が数名不

在なのは、地

区のゴルフ大

会に出席をさ

れているため

になります。

また、先日は

第2780地区 

危機管理セミナーに出席された皆様、お疲れ様

でした。 

趙くん、この後のお話し宜しくお願い致します。 

また、本日はビジターとしてお越しの大嶋さん、

ありがとうございます。そして、イニシエーシ

ョンスピーチをしていただく戸嶋さん、宜しく

お願いします。また、和田さんにもお越しいた

だきまして、ありがとうございます。 

先日の危機管理セミナーの詳細はこのあと、新

井副会長より報告があると思いますが、私の方

からも少しお話をさせていただきます。 

あるクラブで起こった『危機事案』に関してマ

スコミがどのように報道するのか。 

・自ら「社会的責任」や「高い倫理観」を掲げ

た集団 

・いわゆる地元の「名士」とされる人たちの集

まり… 

など、自分たちはそう思っていなくても、ロー

タリーメンバーはたとえ一人の不祥事であっ

てもこのような表現をマスコミされてしまう

のだというところに私はフォーカスさせてい

ただきました。またそれと同時に普段からも十

二分に自覚を持っていないといけないなと改

めて感じました。みなさんも改めて自分はロー

タリーメンバーなのだという自覚を持ち、お互

いに意識して皆で共有できればと思っており

ます。限られた時間ではありますが、本日も楽

しい時間を皆で過ごしましょう！ 

それでは今日も１日スマイルで！   

例会日■2022 年 9 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 ·········· 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         会員 

 君が代  

 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 

卓話：戸嶋優一会員イニシエーションスピーチ 

    定例理事会③ 

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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♦来賓ビジター 

大嶋芳人様（木本会長ご紹介） 

和田江理佳様（戸嶋会員ご紹介） 

趙劉興様（米山奨学生・中国） 

 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）    （配偶者誕生日祝） 

大澤    11 日  木本     6 日 

陣内    22 日  新井     9 日 

久保田   22 日    安田      10 日 

芳賀    23 日  深井    12 日 

青木    27 日  森     25 日 

菅原    28 日 

（結婚記念日祝） 

 

◆本日のプログラム  

卓話は戸嶋優一新入会員のイニシエーション

スピーチでした。 

  

 

学生時代からの『漢(おとこ)』なエピソード、地

元に対する熱い思いを語っていただきました。

また木元会長・新井前会長から危機管理セミナ

ーの内容について報告がありました。我々ロー

タリアンの品格をもって日々を過ごしたいと

思います。 

また夏が戻ってきたような暑さです。皆様体調

に気を付けてお過ごし下さいませ。 

 

 

 

剣道大会協賛金を高科会員へ贈呈 

  

R 財団より木本会長へベネフェクター表彰 

   

R 財団より芝会員へバッジ贈呈 

  

 

米山奨学生・趙さんへ 9 月分奨学金贈呈 

就職内定おめでとうございます！ 
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♦定例理事会③ 

2022～23 年度 藤沢南 RC 第 3 回  

定例理事・役員会 議事録 

日時：2022 年 9 月 5 日(月)場所：車屋 

出席者:木本 新井 青木 大澤 後藤 羽原 

  議題 

1，11 月２０日（日）移動バス例会について 

日帰りバス旅行としてこの日で決定  

リンク思いをつなぐということで去年でき

なかったことをしたいので前新井会長の思

いをつないで、場所や行程は親睦委員と新

井さん、羽原で引き続き相談して決める。 

2，地区大会の件について 

 ・１０月１５日（土）、１６日（日）の二日

目は会員全員出席ですが、 

  相模原と場所が行きにくいため、出席人

数が減ってしまう。 

  このため出席率をできるだけあげるた

め、バスを出さないか？ 

  →バスを出すことで決定 

 ・西クラブと合同でできないか聞いてみ

る。（木本会長確認） 

  ・１２日に地区大会の出欠をとり、中型か

大型にするか決める。 

・この際にネクタイをそろえるのか？ 

 ・懇親会は藤沢に戻り南のみでやるか？ 

  →要相談 

 

 

 

♦出席報告 

 

 

 

 

 

3，その他  

 ・新井さんから 

  カンボジアへ靴を寄付したご報告書を関

係学校、関係団体に郵送します。その送

金代が予算でかかることご了承お願いし

たいです。 

  →役員了解しました 

 ・事務局末広さんから 

  衛星クラブができた際そこの事務局も兼

ねるのですか？ 

  →事務局さんはそこのお仕事をする必要

はありません（木本会長） 

  衛星クラブは定款はそのままで、細則は

衛星クラブできめる。 

 

 

♦次週プログラム 

9 月 12 日（月）卓話：菅原健介会員 

イニシエーションスピーチ 

車屋 

 

 

 

 

 

 

スマイル BOX 本日￥16,000.⁻ 

累計￥962,023.- 

 

 

 

 

 

 

 

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 

4５名 ４２名 ３名 3３名(免 2 名含) ７５％ ７４・４２％ 

本日欠席者 大和田君、倉田君、陣内君、瀬戸君、髙岡君、芳賀君、松尾君、村井さん、森君、 

山田君、吉田君、メイク:入澤さん、竹内さん、中川君、永松君、松長さん、安田君 

スマイル BOX 
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和田江理佳様（戸嶋会員ご紹介） 

南クラブの皆様こんにちは。 

今日は戸嶋さんのスピーチ聞きにきました。た

のしみにしています。 

木本会長 

お世話になります。戸嶋様、卓話よろしくお願

い致します。先週土曜日、危機管理セミナー出

席の皆様おつかれ様でした。 

本日、地区ゴルフ出席の方、がんばって下さい

ね！ 

大嶋様ようこそ。和田様ようこそ。趙君、元気

にしていますか。本日も宜しく御願いします。 

羽原幹事 

戸嶋様、卓話よろしくお願い致します。大嶋様、

和田さん、趙くん、ようこそ。土曜日、危機管

理セミナーへ ZOOM で参加しました。時間的

に現地へは遅刻だったので ZOOM もいいなあ

～と思いました。とても内容はわかりやすく為

になりました。新井さんが司会でとってもかっ

こ良かったです。 

青木君 

戸嶋様、卓話よろしくお願い致します。大嶋様、

和田様、趙君、ようこそ。 

大嶋様、趙君、ようこそ！  

川島君 

戸嶋様、卓話よろしくお願い致します。 

大嶋様、和田様、米山奨学生趙様、ようこそ。 

 

 

 

 

 

 

新井さん 

戸嶋様、卓話よろしくお願い致します。和田様 

小林君 

お世話になります。戸嶋様、卓話よろしくお願

い致します。大嶋様、和田様、趙君、ようこそ。 

後藤君 

お世話になります。戸嶋様、卓話よろしくお願

い致します。和田さん、大嶋様、ようこそ。 

芝君 

戸嶋様、卓話よろしくお願い致します。趙君、

ようこそ。先週は、海の家での例会、有難うご

ざいました。 

戸嶋君 

和田江理佳様、ようこそ。 

長谷川君 

戸嶋様、イニシエーションスピーチ楽しみにし

ております。 

馬場君 

お世話になります。戸嶋様、卓話よろしくお願

い致します。 

森岡君 

8/29 は海の家での夜の例会を楽しませてもら

いありがとうございました。 

9/11（日）に松山での小田和正コンサートに追

かけており、次回 9/12 の例会は別のクラブで

メーク予定です。 

横山さん 

お世話になります。戸嶋様、卓話よろしくお願

い致します。大嶋様、ようこそ。 

まだ入会したばかりで何もわからないですが、

皆様どうぞご指導よろしくお願いいたします。 

 


