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♦会長挨拶         新井直前会長 

皆様こんにちは。 

本日は木本会長が体調を崩されてお休みとのこと、

役不足ではございますが私が代理を務めさせてい

ただきます。本日は沢山のお客様がいらしてくださ

いました。ありがとうご

ざいます。 

さて、木本会長ですが帯

状疱疹になってしまっ

たとのこと、メッセージ

をお預かりしています。

「CM でもやっている

加齢による帯状疱疹で

２．３日安静にするようにとのことで、本日の例会

は欠席させていただきます。自分では若いつもりで

も、体は正直ですね・・（苦笑）」とのことです。木

本会長は今年度になってから大変多くの増強を果

たされるなど、精力的にご活躍でいらっしゃいまし

たから、少しお疲れが出ても無理はないかと思いま

す。ぜひこの際ゆっくりお休みいただきたいですね。 

今月はロータリー財団月間ということで、卓話は財

団補助金管理委員会から坂根委員長がいらしてく

ださっています。私は「財団」と聞くといつも緒方

貞子さんのことを思い出します。私も最も尊敬する

女性の一人、元国連難民高等弁務官の緒方貞子さ

んは 1951-52 年度にロータリー財団奨学生と

して米国に留学されました。その後の緒方さんの

世界的活躍をみて、ロータリーの財団奨学金制度

が果たした役割は大変大きなものであったと感

じます。私たちが行う財団への寄付は奨学金以外

にも多くの有益な方法で奉仕を実現させていま

す。 

今日は財団に関しましても勉強させていただき

たいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

♦来賓 ビジター 

坂根隆志様（ふじさわ湘南 RC） 

磯田賢吾様（藤沢西 RC 会長）  

駒井洋之様（藤沢西 RC 幹事） 

原田武司様（藤沢西 RC 米山奨学生ｶｳﾝｾﾗｰ） 

李俊龍様（米山奨学生・藤沢西 RC） 

趙劉興様（米山奨学生・藤沢南 RC） 

例会日■2022 年 11 月 7 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 ········ 新井直前会長 

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       青木会員 

 奉仕の理想 

 藤沢南 RC の歌   

会長挨拶 ········ 新井直前会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話:坂根隆志様(地区 R 財団補助金管理運営委員長) 

   駒井洋之様(地区 R 財団補助金管理運営委員) 

閉会点鐘 ········ 新井直前会長 

http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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♦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 

戸嶋   26 日   友野   26 日 

（配偶者誕生祝）     

湯浅   17 日    

 

◆本日のプログラム  

11 月 7 日（月）に通常例会を車屋さまにて行い

ました。木本会長が体調不良で欠席のため本日

は前会長の新井会員に挨拶をしていただきま

した。 

本日の来賓ビジターは 

地区 R 財団補助金管理委員会から委員長 坂

根様（ふじさわ湘南 RC）、委員 駒井様（藤沢

西 RC 幹事） 

また藤沢西 RC より会長の磯田様、カウンセラ

ーの原田様、米山奨学生の李くん、趙くんが来

てくれました。 

本日の卓話は坂根様、駒井様より地区 R 財団補

助金についてお話をいただきました。 

 

 

ありがとうございます。 

 

■各委員会からの報告 

◇指名委員会 森井会員より 

10 月上旬に会長より依頼され指名委員とな

りました。 

◇親睦委員会より 

・11 月 20 日にバス旅行がありますので是非参

加をお願いします。 

・今年も例年通りクリスマス例会を開催いたし

ます。 

 #車屋 #隠れ里車屋 #藤沢南ロータリークラ

ブ #例会 #藤沢南ロータリークラブ例会 #

ロータリークラブ #藤沢南ロータリー 

戸嶋会員お誕生日祝   芝会員お誕生日祝 

   
岩澤雅和新会員の入会式 

 

趙
ちょう

劉
りゅう

興
こう

さん     李
り

俊
じゅん

龍
ろん

さん 

    

米山奨学金を贈呈（西 RC と南 RC） 

   

 

 

 

 

スマイル BOX 本日￥18,000.⁻ 

累計￥1,048,023.- 

 

スマイル BOX 
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♦出席報告 

 

坂根隆志様（ふじさわ湘南 RC） 

駒井洋之様（藤沢西 RC） 

本日は卓話に呼んで頂き有難うございます。 

久しぶりの車屋の食事を楽しませて頂きます。 

原田武司様（藤沢西 RC） 

お世話になります。 

いつもお世話になっております。 

米山奨学生 李俊龍（リ シュンロン）君が 3

ヶ月お世話になります。よろしくお願いします。 

新井直前会長 

坂根様、駒井様、卓話よろしくお願い致します。

磯田会長、原田様、李君、趙君、ようこそ。 

木本会長代理です。よろしくお願いいたします。 

羽原幹事 

坂根様、駒井様、卓話よろしくお願い致します。

磯田会長様、原田様、李様、ようこそおこし下

さいました。 

先週の土曜日は藤沢で JAZZのイベントがあり、

日野皓正さんのトランペットに酔いしれまし

た。こらから南ロータリークラブも楽しいイベ

ントが盛りだくさんです。是非ご参加下さい。 

青木君 

原田さん、李さん、ようこそ。坂根さん、駒井

さん、磯田様、趙君、ようこそ。 

阿部君 

坂根補助金管理委員長様、磯田会長様、駒井補

助金管理委員様、西クラブの皆様、ようこそ藤 

沢南 RC いらっしゃいませ。 

今日はご指導宜しくお願いします。 

入澤さん 

坂根委員長、藤沢西 RC の皆様ようこそ。 

 

 

岩澤君 

本日初めてです。宜しくお願い致します。 

川島君 

今日おおぜいのお客様を迎えました。ありがと

うございます。 

芝君 

坂根様、駒井様、磯田様、原田様、李様、よう

こそ！ 

竹内さん 

坂根様、駒井様、本日は卓話よろしくお願いし

ます。磯田様、原田様、李君、趙君、ようこそ。 

久しぶりの車屋さんでの例会ですネ。季節が急

激に進んで一気に寒くなったので体調崩さな

いように皆さん気をつけましょう。 

中川君 

お世話になります。坂根様、駒井様、卓話よろ

しくお願い致します。磯田様、原田様、李君、

趙君、ようこそ。 

岩澤さん、入会おめでとうございます。これか

らよろしくお願い致します。 

松長さん 

坂根様、卓話よろしくお願い致します。磯田様、

駒井様、原田様、李さん、趙さん、ようこそ。 

皆さんでムーミンの世界で美しい景色をたの

しみましょう。バス旅行へのご参加をぜひお願

いします。 

森井君 

坂根隆志様、本日はよろしくお願いいたします。

コロナ第 8 波の始まり注意しましょう。 

森岡君 

阿部様、卓話よろしくお願い致します。 

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 

4７名 ４４名 ３名 ３１名(免２名含) ６７・３９％ ６２・２４％ 

本日欠席者 大嶋君、大和田君、久保田さん、後藤君、菅原君、瀬戸君、髙岡君、沼野井君、 

馬場君、松尾君、村井さん、森君、安田君、山田君、吉田君 

メイク：木本君、永松君、 


