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♦会長挨拶         木本会長 

  

みなさん、こんにちは。 

本日は大和RCから冨岡AGにお越しいただい

ております。また、菅原さん本日のイニシエー

ションスピーチ宜しくお願い致します。 

 

よくRCで寄付の話を耳にすることがあると思

うのですが、まだ新会員の方もいらっしゃるの

で、簡単にご説明させていただきます。 

寄付は大きく分けて３つございます。【①RI 財

団 ②米山奨学生 ③クラブ内の奉仕事業等

で使われる SMILE】と分けることができます。

これらの寄付した先々での寄付金の使われ方

はマイロータリーに登録して、各自いろいろ見

てみてください。どこかで必ず寄付したものが

誰かのために役に立っているので、ぜひ皆さん

ご検討ください。また、寄付金を多くすると表

彰制度もあります。今度の地区大会でもこの藤

沢南RCからも数名表彰される方がいらっしゃ

います。地区大会もロータリーメンバーが表彰

されるのを見るためにも参加をお願い致しま

す。ぜひみんなで行きましょう！今回は藤沢南

RC としてバスを出していくので、数多くの方

のご参加をお待ちしております。 

 

それでは今日も１日スマイルで！ 

  

♦来賓ビジター 

富岡弘文様（第 6G ガバナー補佐、大和 RC） 

 

例会日■2022 年 9 月 12 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       竹内会員 

 我等の生業  

 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：菅原健介会員イニシエーションスピーチ 

    臨時理事会  

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  

9 月 12 日（月）通常例会が車屋さんにて行われ

ました。本日の来賓ビジターは大和 RC の冨岡

AG でした。 

遠いところ藤沢南 RC の例会に参加いただき、

ありがとうございました。 

また本日の卓話は菅原会員によりイニシエー

ションスピーチです。 

 

  

 

◇幹事報告 

10 月 15 日、16 日に地区大会があります。全員

参加でお願いいたします。 

16 日（日）はバスの手配をする準備をしており

ます。 

義援金のご協力をお願いいたします。 

◇プログラム委員より 

・５日（月）に開催されたゴルフコンペに参加

してきました。 

・10 月 3 日（月）は移動例会になります。 宗

賢院にて行い、卓話は瀬戸会員になります。 

◇親睦委員より 

11 月 20 日にバス旅行を企画しております。参

加お待ちしております。 

スマイル発表の中川例会運営委員長   

  

R ソング指揮の竹内会員 

   
#藤沢南ロータリークラブ #例会 #車屋 #隠れ

里車屋 #藤沢南ロータリー #宗賢院 #鎌倉殿

の十三人 #鎌倉殿的 13 人 
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♦次週プログラム 

9 月 19 日（月）＜祝日休会・敬老の日＞ 

  26 日（月）卓話：栗原裕子様 

（栗原会員のお嬢様） 

  テーマ＜ルーマニアの現在の情勢＞車屋 

 

 

 

スマイル BOX 本日￥15,000.⁻ 

累計￥977,023.- 

♦出席報告 

富岡弘文様（第 6G ガバナー補佐・大和 RC） 

お世話になります。 

AG 仲間の永松さんを頼って初めておじゃまし

ます。 

本年度を記憶に残る年とするよう、共に励んで 

参りたいものど存じます。 

どうぞよろしくお願い致します。 

永松ガバナー補佐 

菅原様、卓話よろしくお願い致します。 

富岡さん、いつもお世話になっています！！ 

木本会長 

お世話になります。菅原会員、卓話よろしくお

願い致します。 

大和ＲＣ富岡ガバナー補佐様ようこそ 

永松ＡＧがいつもお世話になっております。会 

員一同よろしくお願いいたします。 

♦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 9 月 12 日(月)場所：車屋 

出席者：木本 新井 青木 大澤 後藤 安田 

松長 竹内 羽原 

議題 

1.大嶋芳人様承認の件 

 →全員一致で承認されました 

2.その他 

竹内会員より 

地区大会の行の行程で昼食はどうするの

か？ 

 →バスの中でお弁当りを用意する。 

・希望を募ってお弁当必要な人は２０００円

徴収する。 

理由は 各自で行く際も交通費はかかるの

で、徴収しましょう。 

 

                    

羽原幹事 

菅原様、卓話よろしくお願い致します。富岡様、

ようこそおいで下さいました。 

本日はちょっと難しい帯を母からゆずり受け 2

回もやり直し、遅くなってしまいました。 

本日もよろしくお願い致します。 

青木君 

富岡様、ようこそ。 

阿部君 

菅原さん、イニシエーションスピーチ楽しみに

しています。 

みなさん、台風、気をつけましょう。 

新井さん 

菅原様、卓話よろしくお願い致します。 

富岡 AG 様、ようこそ。 

とうとうロータリーで菅原さんのお話が聞け

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 3１名(免１名含) ７２・０９％ ４５・２４％ 

本日欠席者 入澤さん、久保田さん、瀬戸君、髙岡君、高科君、戸嶋君、馬場君、松尾君、 

村井さん、森君、山田君、吉田君、   メイク：森岡君 

スマイル BOX 



 

4 

藤沢南第 1883 回 

回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

ますね！本当に楽しみです。 

川島君 

富岡弘文様、ようこそ。菅原さん、イニシエー

ションスピーチ頑張って下さい。 

後藤君 

お世話になります。菅原様、卓話よろしくお願

い致します。富岡 AG 様、ようこそ。 

小林君 

お世話になります。菅原様、卓話よろしくお願

い致します。富岡 AG 様、ようこそ。 

竹内さん 

菅原様、卓話よろしくお願い致します。 

富岡 AG ようこそおこし下さいました。 

長谷川君 

菅原様、イニシエーションスピーチよろしくお

願い致します。 

富岡 AG 様、ようこそ。来客の為、早退させて

頂きます。 

深井君 

お世話になります。 

菅原様、卓話よろしくお願い致します。 

安田君 

菅原さん、卓話楽しみにしています。 

富岡様、ようこそ！カミさんの誕生日のお花届

きました。ありがとうございます。 

 

 

 

 

♦米山奨学生・趙劉興さんレポート 

氏名：趙 劉興 国籍：中国 10.江蘇省 

学校名：慶應義塾大学 課程：学部 

レポートテーマ これまでの奨学生の生

活で得たものや、日本留学の成果などについて 

レポートテーマ（その他）  

まず、日本留学の成果について、まず先生との

やりとりを礼儀正しく対応した。先生に怒られ

ないように気をつけなければならない。そして、

ARCS を活用し、次々の目標を設立し、達成し

て自分を満足させようと頑張り続ける。そこで、

「実学」、ある意味で技能の取得や資格勉強は

重要ではないかと思う。私は、新たな自己勉強 

の計画を立てに FP 技能士 2 級や日商簿記３級

をとった後、AFP の研修と公認会計士の勉強を

始めた。 

 そこで、例会にて藤沢南クラブの公認会計士

と税理士の方々から様々なアドバイスをいた

だき、感謝の気持ちはいっぱいだった。このよ

うに、様々な資格を取得することで、自信が増

え、満足できる学習の効果を果たすはずだと思

う。大学卒業後、大学のブランドより、自分が

持っている能力を証明できる資格は説得力が

あると信じている。 

 一方、今まで、例会と卓話を通じて、私はク

ラブメンバーや他クラブからのゲストのお話

をお伺い、社会奉仕の精神に感銘した。それゆ

え、自分の生活の中にも、自分の幸せだけでな

く、他人及び社会に貢献できるよう物事を考え

ておる。そして、私は前日、金融業界の銀行さ

んから内々定をいただいており、将来は銀行員

としてお客様の生活リスクの軽減と収益の確

保に捧げたいと思う。 

 

カウンセラー氏名：後藤康太 

大学 4 年生という事で、就職活動について相談

にのることが多かったです。大手保険会社など

を志望していましたが、社会に貢献できるとい

う点では、もうちょっと視野を広げてみても良

いのでは？という話の中で、今回大手金融機関

から内々定をいただき、精神的にもかなり安定

して、非常に前向きな感じになっているように

感じています。得意な事は、勉強する事だと本

人も言っていたので、公認会計士を目指し始め、

応援できることがあればこれからも継続して

応援していきたいと思っています。まずはしっ

かり卒業して、社会でキャリアを積んで、ゆく

ゆくは母国に戻り、培ったキャリアを活かして

社会に貢献できる人財に成長していってくれ

れば良いなと思っております。ロータリーにも

入会して！ 

 


