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♦会長挨拶         木本会長 

みなさん、おはようございます。 

 

 

♦会長挨拶          木本会長 

みなさん、こんにちは。 

本日は来賓ビジターとして山下様（木本紹介）

にお越しいただいております。また、横山さん、

イニシエーシ

ョンスピーチ

よろしくお願

いします。 

先週は移動例

会を久しぶり

にできて楽し

かったです。ム

ーミンは妖精

ではなく、ムーミンという生き物だったんです

ね。移動中もクイズや、いろいろな企画を考え

てくださり、親睦委員の皆様、ありがとうござ

いました。 

先日、当クラブからオーブンを寄贈したつじせ

いキッチンに行き、子供たちと漆喰塗り体験と

光る泥団子を作りました。子供達とも LINK す

る（＝つながる）ことができてよかったです。

社会奉仕の芝委員長、松長さん、ありがとうご

ざいました。 

また、私事ですが 11 月 26 日は誕生日でした。

偶然にも戸嶋さんも同日ということで、おめで

とうございました。一言に誕生日と言っても、

みなさんいろいろな過ごし方があると思いま

す。私は子供たちに「パパは子供のヒーロー。

パパが辛いときは私たちが逆にパパのヒーロ

ーになってあげる。」という内容の手紙をもら

い、涙しました。誰かのために生きているのだ

というのはすごく重要だと感じました。 

ＲＣの 4 つのテスト、の言葉を考えながら行動

をしていると、楽しく思えることが多くなって

きた気がします。いつも笑顔でいることの重要

性を感じました。 

それでは今日も１日スマイルで！ 

 

♦来賓ビジター 

山下利章様（木本会長ご紹介） 

 

 

例会日■2022 年 11 月 28 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       大和田会員 

 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：大嶋芳人会員イニシエーションスピーチ  

   竹内プログラム委員長 

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  

11 月 28 日（月）車屋さんにて通常例会を行い

ました。本日の来賓ビジターは木本会長からの

ご紹介で山下様。 

山下様どうぞよろしくお願いします。 

  

本日の卓話は横山会員によるイニシエーショ

ンスピーチ。横山会員自身の生立ちを話してく

ださいました。ありがとうございます。 

■幹事報告 

・相原会員へ R 財団より PHF のバッチの贈呈

があります。 

・栗原会員、川島会員へ米山記念奨学会より 

第 2 回米山功労者の表彰がありました。 

    

    

・ウクライナのブチャへ発電機を寄贈するため

の寄付のご協力をお願いします。 

■社会奉仕委員芝会員より 

先日木本会長、松長会員とで社会奉仕として子

供たちと一緒に「光る泥団子」つくりをしてき

ました。 

    

■親睦委員松長会員より 

20 日のバス旅行お疲れ様でした。 

次回は 12 月 12 日のクリスマス例会になりま

す。家族での参加をお待ちしております。 

    

 #藤沢南ロータリークラブ例会 #例会 #ロー

タリークラブ #藤沢南ロータリークラブ #隠

れ里車屋 #藤沢南ロータリー #車屋 

指揮者大和田会員   ｽﾏｲﾙ発表中川委員長 

  

♦臨時理事会 

藤沢南 RC 臨時理事・役員会 議事録 

日時 2022 年 11 月 28 日（月）   

場所 隠れ里 車屋 

出席者：木本 新井 後藤 青木 竹内 松長 

倉田 安田 入澤 

 議題 1.山下利章様、入会の認証の件          

     認証されました。 
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♦他クラブ休会及び変更 

あやせ RC 12/20(火) ｸﾘｽﾏｽ移動例会 

       於)ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ海老名 18:00～ 

       27(火) 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により) 

    1/3、11(火) 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により) 

寒川 RC 12/19(月)→17(土) ｸﾘｽﾏｽ家族親睦 

例会に振替 18:00 点鐘ﾋﾞｼﾞﾀｰ 12,000 円 

      26(月) 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により) 

     1/2(月) 休会(祝日) 

      9(月) 6(金)例会後、賀詞交換会 

         17:00 点鐘ﾋﾞｼﾞﾀｰ 9,000 円 

♦出席報告 

木本会長 

お世話になります。横山様、卓話よろしくお願

い致します。山下様、ようこそ。 

先週は移動例会、とても楽しかったです。 

また、社会奉仕芝委員長、おつかれ様でした！ 

皆様、さむくなってきましたが体に気をつけて

本日もスマイルで！1 日宜しくお願い致します。 

安田次年度幹事 

山下さん、ようこそ！横山さん、卓話よろしく

お願いします。本日、幹事として司会進行しま

す。暖かい目で対応お願いします。 

青木君 

横山様、卓話よろしくお願い致します。 

入澤さん 

横山様、卓話よろしくお願い致します。 

山下さん、ようこそ。バス旅行、楽しかったで

す。ありがとうございました。 

川島君 

横山様、イニシエーションスピーチよろしくお 

願い致します。山下利章様、ようこそ。 

倉田君 

横山様、卓話よろしくお願い致します。 

たのしみです！！ 

 

♦次週プログラム 

12 月 5 日（月）卓話：大嶋芳人新会員 

        イニシエーションスピーチ 

             竹内プログラム委員長  

       趙劉興さん（米山奨学生） 

定例理事会⑥    車屋 

 

 

 

スマイル BOX 本日￥11,000.⁻ 

累計￥1,075,023.- 

 

後藤君 

お世話になります。横山様、卓話よろしくお願

い致します。山下様、ようこそ。 

竹内さん 

横山様、卓話よろしくお願い致します。 

山下様、ようこそ。先日は楽しいバス旅行に参

加してきました。松長親睦委員長はじめ親睦委

員の皆様ありがとうございました。 

中川君 

お世話になります。横山様、卓話よろしくお願

い致します。山下様、入会おめでとうございま

す。よろしくお願い致します。 

馬場君 

お世話になります。横山様、卓話よろしくお願

い致します。山下様、ようこそ。 

森岡君 

11 月 26 日（土）2780 地区の新人及び米山奨学

会の合同バス研修に行き、沢山の他クラブのメ

ンバー、奨学生・学友の方とお話してきました。

12 月 5 日（月）の例会で 5 分間ではあります

が報告させて頂きます。 

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 ３２名(含免2名) ７１・１１％ ６９・５７％ 

本日欠席者 岩澤君、大澤君、久保田さん、小林君、菅原君、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：永松君、羽原さん、 

スマイル BOX 


