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♦会長挨拶         木本会長 

みなさん、 

こんにちは。 

先週は体調不良のた

めお休みさせていた

だきました。またそ

の際に運営していた

だいた新井副会長、

羽原幹事、ありがと

うございました。元

気になりましたので、

今後とも頑張っていきたいと思います。 

本日は来賓ビジターとして榊原様（鎌倉 RC 幹

事）、金子様（横浜戸塚 RC）、石川様（木本紹

介）にお越しいただいております。 

RC の組織図を配布させていただきます。第

2780 地区のガバナーは佐藤祐一郎さん、ガバ

ナーエレクト(次年度ガバナー)は田島敏久さん、

ガバナーノミニー（次々年度ガバナー）は佐々

木辰郎さんで、ガバナー補佐（AG）が図の一番

左の方々です。まだ入って間もない方々は何が

どういう風になっているのかわからないと思

いますが、これを参考にしてください。組織図

の赤は当クラブの方々、緑は第 3 グループの

方々になります。また、第３グループは 10RC

で構成されています。 

衛星クラブ立ち上げの説明会を永松AGととも

に行いました。来年の春に向けて立ち上げの予

定です。 

それでは今日も１日スマイルで！ 

 

 

♦来賓 ビジター 

榊原正博様（鎌倉 RC・幹事） 

金子孝春様(横浜戸塚 RC･第 2590 地区青少年交換委員長)  

石川毅様（木本会長ご紹介） 

 

 

例会日■2022 年 11 月 14 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       安田会員 

 それでこそ R 

 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：榊原正博様（鎌倉 RC・幹事） 

 (株)ﾓﾉ･ｳｴﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞ代表取締役、企画新井会員 

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  

本日は来賓ビジター

に、鎌倉ロータリー

幹事 榊原様、青少

年交換委員長 横浜

戸塚ロータリー金子

様、木本会長ご紹介 

石川様、をお迎えし

ました。 

 

卓話は鎌倉ロータリー幹事 榊原様よりイン

クルーシブなまちづくりについてでした。 

榊原様がライフワークとして取り組まれてい

るバリアフリーツアーの事業の説明頂きイン

クルージョン、インクルーシブ社会について学

びました。 

 

                

 

       

 

ロータリーの活動としては、一般企業で働く障

害者が少なく、就業後の定着率も悪いことから、

鎌倉ロータリークラブメンバーの会社に鎌倉

養護学校の高校生による職業体験を受け入れ、

就業支援専門家を派遣し、理解を深める事で、

課題解決を図ることを社会奉仕活動としてい

るとのことでした。大変素晴らしく、興味深い

取り組みだと思いました。 

木本会長に第 3回マルチプルの感謝状が送られ 

ました。 

   
 

会長挨拶 

衛生クラブについて 

11 日に、中心となっていただく方に説明会を。 

これから、8 名以上の正式メンバーと細則を作

ります。来春には立ち上げられる予定。 

 

事務連絡 

本日、定時総会において次年度役員が決定しま

した。 

次年度役員 

会長 後藤会員 

会長エレクト 安田会員 

副会長 木本会員 

幹事 安田会員 

会計 入澤会員 
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幹事より 

来年メルボルン大会のツアー案内が来ていま

す。ご希望の方は幹事まで。 

入会 5 年目まで、新会員バスツアーに参加でき

ます。ぜひご参加して良い経験をしてください。 

青少年交換プログラム新井委員長より 

   

藤沢ロータリーからの派遣で湘南学園の生徒

さんがフランスに派遣される事が決まりまし

た。来年はエクアドルへの留学生が 1 人、決ま

っています。 

親睦委員長松長より 

今週日曜日は、親睦バスツアーです。 

来月のクリスマス家族例会にも、沢山のご参加

お待ちしています。 

指揮者は安田会員 

   

 

♦出席報告 

♦定例理事会⑤議事録 

2022 年 11 月 14 日（月）場所：隠れ里 車屋 

出席者：木本 新井 後藤 青木 竹内 松長 

   永松 羽原 大澤 倉田 安田 川島 

議題 

1．社会奉仕の件（川島会員） 

  川島さんの経営する特別養護老人ホーム 

かりんで子供食堂をやり始めたので支援

してほしいとの案件を受け、川島会員に

現状を説明してもらった 

  8，9，10 月に開催しており、地域で夕

食のとれない子供や地域の交流がない 

  高齢者も入り、夕食を委託してイベント

を企画しながら行っている(別紙チラシ有) 

  クラブとしてはお金を支援するだけでは

なく、活動もしたいが、来年開催される 

  IM のテーマフードリボンと重なってしま

う（永松会員） 

  現状かりんとしても湘南エールなど各団

体に応援してもらっている。そのため、

コロナ禍で応援の人が出入りするのも大

変。今の時点で子供の食器がないため、

食器代を支援してほしい(別紙見積もり有)  

→今回食器の見積もり額￥61、490 を

社会奉仕として支援することに決定 

  (今後また継続事業としても検討していく) 

2．石川 毅（たけし）さん 入会届けの承認 

3．入澤会員より議題預かり  

  名簿追加の件 3 つの案のどれが良いか 

1 PDF データにしてメール送信 

2 普通用紙に印刷して配布 

3 シール用紙に印刷して配布 

→③のシール用紙に印刷して配布に決定 

ちょっとコストは普通用紙よりかかるが便

利なのでこれで決定 

 

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 ３２名(免２名含) ６９・５７％ ６８・８９％ 

本日欠席者 岩澤君、入澤さん、大和田君、久保田さん、栗原君、陣内君、菅原君、瀬戸君、 

沼野井君、松尾君、村井さん、森君、山田君、吉田君、  メイク：馬場君、 
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♦次週プログラム 

11 月 20 日（日）＜移動親睦家族例会・ 

埼玉へバス旅行＞ 

        松長親睦委員長、親睦委員会 

   21 日（月）＜休会・20 日の振替＞ 

 

 

 

スマイル BOX 本日￥16,000.⁻ 

累計￥1,064,023.- 

 

榊原正博様（鎌倉 RC・幹事） 

お世話になります。藤沢南 RC のみなさま、 

本日はよろしくお願い致します。 

お伺いできるのを楽しみにしていました。 

金子孝春様（横浜戸塚 RC） 

藤沢南 RC の皆さん、例会におじゃまさせて頂

きますのでよろしくお願いします。 

木本会長 

お世話になります。榊原様（鎌倉 RC 幹事）、 

卓話よろしくお願い致します。 

先週は体調不良のため欠席させていただきま

したが元気になりましたので今後がんばって

いきます！新井会員、青少年おつかれ様でした。 

本日は鎌倉 RC 幹事榊原様、横浜戸塚 RC 金子

様、石川様、ようこそ！ 

羽原幹事 

榊原様、卓話よろしくお願い致します。 

金子様、石川様、ようこそ。楽しんで下さい。 

なんだか一番遠くの席がどんどん遠くなって

いるなあ～と、お仲間が増えてうれしいです。 

本日もよろしくお願い致します。 

青木君 

多くのお客様でうれしいかぎりです。 

阿部君 

鎌倉 RC 榊原様、きょうは卓話宜しくお願いし

ます。横浜戸塚 RC 金子様、ようこそいらっし

ゃいませ。石川様、是非、当クラブへご入会下

さい。楽しいクラブライフを送って下さい。 

 

 

 

新井さん 

榊原様、卓話よろしくお願い致します。 

金子様、石川様、ようこそ。 

昨日、青少年交換 9 名の高校生の選考が終りま

した。おとなりの地区委員長の金子さんと共に

頑張ります。 

川島君 

今日も沢山のお客様です。うれしい限りです。 

小林君 

お世話になります。 

榊原様、卓話よろしくお願い致します。 

金子様、石川様、ようこそ。 

後藤君 

お世話になります。 

榊原様、卓話よろしくお願い致します。 

金子様、石川様、ようこそ。 

おひさしぶりです。人数がふえておどろいてい

ます。皆様、仲良くしてください。 

中川君 

お世話になります。 

榊原様、卓話よろしくお願い致します。 

金子委員長様、石川様、ようこそ。 

森岡君 

昨年、10 月のポリオキャンペーンでサンパール

広場で、永松さん、新井さん、松長さんと奇跡

の出会いがありましたが、昨日、同じサンパー

ル広場で歩いていたら木本会長に声をかけら

れ改めて藤沢南 RC とのご縁を感じました。 

安田君 

事情があって 3 週間ぶりの例会参加です。 

久しぶりの例会楽しみです。榊原さん、ようこ

そ！卓話よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル BOX 


