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♦会長挨拶           木本会長 

みなさん、こんにちは。 

師走を迎え、お忙しい時期かと思いますが、体

調など崩さないよう、お気を付けください。来

週は毎年恒例の藤沢南RCの大イベントが控え

ています。多くの皆様のご参加をお待ちしてお

ります。 

本日は来賓ビジターとして藤沢西RCの磯田会

長、原田カウンセラー、李くんがいらっしゃっ

ています。ようこそ。藤沢南 RC からは趙くん

が。米山奨学生が 2 人も揃うことは珍しいです

ね。二人でいろいろな話ができればと思います。 

藤沢南RCには社会奉仕でいくつかの団体を応

援しています。その中の１つでもある FC 湘南

辻堂と湘洋中学校の後輩の子がJリーガーとし

てジェフユナイテッド市原・千葉で活躍してお

り、彼の所属団体から私のところに連絡がきて、

例会日■2022 年 12 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       川島会員 

 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：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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地域貢献を一緒になってやっていこう、と母校

の子たちを教えています。今回はご挨拶をした

いとのことで、お連れしました。 

見木友哉選手です。 

私のテーマが LINK なので、いろんなことがつ

ながっていっています。 

それでは今日も１日スマイルで！ 

 

♦来賓 ビジター 

磯田賢吾様（藤沢西 RC 会長）  

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） 

 

♦お祝い発表 

（会員誕生日祝）  （配偶者誕生日祝） 

羽原   18 日   髙岡    1 日 

馬場   18 日   竹内    12 日 

瀬戸   24 日   小林   25 日 

後藤   29 日   芳賀   31 日 

（結婚記念日祝）     

小林   25 日    

久保田  28 日 

 

◆本日のプログラム  

本日は当クラブが長年支援している地元辻堂

のサッカーチーム「FC 湘南辻堂」出身の J リ

ーガー見木友哉様（ジェフユナイテッド市

原・千葉所属）がお越しくださいました。 

  

木本会長の本年度方針が”ＬＩＮＫ”という

事で、この様に少しでも関わった方達とコラ

ボして色々な事をやっていきたいと木本会長

からお話しが有りました。 

藤沢西ロータリークラブの磯田会長、原田米

山奨学生委員長、米山奨学生のリー君がお見

えになりました。 

    

当クラブでサポートしている米山奨学生のチ

ョウ君も参加で、名古屋のお土産のお菓子を

メンバー皆に配ってくれました。 

今年 5 月に入会した森岡会員からはパワーポ

イントを使って 11/26 に開催された「米山

奨学生・学友会・新会員 親睦日帰りバス旅

行」の報告をして頂きました。 

 

例会の卓話は大嶋芳人新会員のイニシエーシ

ョンスピーチでした。 

   
現在は 1 級建築士として事務所を構えていら

っしゃいますが、そこに至るまでの色々な経

緯や心の葛藤などをお話しされました。 

#藤沢南ロータリークラブ  #ロータリーク

ラブ #2780 地区 

https://www.facebook.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%B2%A2%E5%8D%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzuwH4MdIPkcSjSXBqo7RahnV1eQfKes-dwb7NJsim9zeW8ZmBPDdC3xts4B1olr1-_lrBxpJHSpyNa0_37H34KzO7F2Dmk4lDN_oY7Mhn4VXoaJAVPq-QGR6QQusZSRi-JdhaNJFV87Q82QK76HDjE9Hhgt4PRD83A5Mt92xKM-bGtf5-LQxaDzD08_6YtXI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzuwH4MdIPkcSjSXBqo7RahnV1eQfKes-dwb7NJsim9zeW8ZmBPDdC3xts4B1olr1-_lrBxpJHSpyNa0_37H34KzO7F2Dmk4lDN_oY7Mhn4VXoaJAVPq-QGR6QQusZSRi-JdhaNJFV87Q82QK76HDjE9Hhgt4PRD83A5Mt92xKM-bGtf5-LQxaDzD08_6YtXI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzuwH4MdIPkcSjSXBqo7RahnV1eQfKes-dwb7NJsim9zeW8ZmBPDdC3xts4B1olr1-_lrBxpJHSpyNa0_37H34KzO7F2Dmk4lDN_oY7Mhn4VXoaJAVPq-QGR6QQusZSRi-JdhaNJFV87Q82QK76HDjE9Hhgt4PRD83A5Mt92xKM-bGtf5-LQxaDzD08_6YtXI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/2780%E5%9C%B0%E5%8C%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzuwH4MdIPkcSjSXBqo7RahnV1eQfKes-dwb7NJsim9zeW8ZmBPDdC3xts4B1olr1-_lrBxpJHSpyNa0_37H34KzO7F2Dmk4lDN_oY7Mhn4VXoaJAVPq-QGR6QQusZSRi-JdhaNJFV87Q82QK76HDjE9Hhgt4PRD83A5Mt92xKM-bGtf5-LQxaDzD08_6YtXI&__tn__=*NK-R
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♦定例理事会⑥議事録 

2022～23 年度 第６回定例理事役員会 

日時：2022 年 12 月５日（月）  

場所：隠れ里 車屋 

出席者：木本 新井 後藤 青木 竹内  

永松 倉田 安田 入澤 羽原 

【議題】 

1．データ共有保存に関する件 

  入澤会員より提案   

色々なデータに関してクラウド保存にし

た方がよいのではないか？現状はパソコ

ンが壊れるまでは保存できているが、全

員がみることはできない。毎年誰が各委

員長になっても情報がわかる様に。 

  → 全員賛成 クラウドに情報を保存す

ることで決定 入澤会員にお願いする。

年間 １２９８４円で１テラバイトまで

使えるものを使用。 

※ 辞める会員への対応は年間でパスワード

を変更するなどして対応する。 

会員がみていけないデータはないので、

色々な資料をここに保存して記録として残

す。 

2．服装の件 

 前に一度見直ししたこともあるが、その際

文章に残さなかったため、再度見直しし      

 て文章に起こす。 

  男性 基本  ネクタイ着用 会社の制

服・会社の作業着は OK 

  ロータリーのポロシャツも OK 

  クールビズ期間（6，7，8，9 月） 

  ノーネクタイで OK ただし襟付き T シ

ャツのみは NG 

  女性 基本男性と見合う格好ですが、要

検討で再度話し合って理事会でまたご報

告します。 

   女性が決まり次第一度プリントで皆様に

配ります。 

                

 

♦他クラブ例会休会及び変更 

大和 RC 12/13(火)→振替休会  

        12/11(日)ｸﾘｽﾏｽ家族会振替 

     1/3(火)→取止め例会 

     2/21(火)→取止め例会(祝日週) 

 

♦次週予定 

12 月 12 日(月) クリスマス家族例会 

        18:30 点鐘 

        松長親睦委員長 

        親睦委員会 

        於：鎌倉プリンスホテル 

 

 

 

 

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 

磯田賢吾様（藤沢西 RC・会長） 

お世話になります。本日も米山奨学生の李君、原田会

員と共に参加させて頂きました。例会楽しませて頂き

ます。よろしくお願い致します。 

原田武司様（藤沢西 RC・米山カウンセラー） 

お世話になります。米山奨学生李俊龍(ﾘ ｼｭﾝﾛﾝ)君と伺

いました。庭の紅葉と錦鯉に驚いております！ 

永松 AG 

大嶋様、卓話よろしくお願い致します。 

見木様、ようこそ。原田様、李君、磯田様、ようこそ。 

木本会長 

お世話になります。大嶋様、卓話よろしくお願い致し

ます。見木さん、よろしくお願い致します。趙君､ 

西クラブ、磯田会長、原田さん、李君、ようこそ！ 

羽原幹事 

大嶋様、卓話よろしくお願い致します。 

磯田様、原田様、李様、ようこそ。 

今日あさ、みかんをとろうとして脚立から転げ落ち、

ダメダ～と思う瞬間本当にスローになるんだなあ～

と思いました。かすりきずのみですんだので良かった

です。今日もよろしくお願いします。 

相原君 

風邪をこじらせて出席できず、みなさんにご心配をか

けすみませんでした。 

青木君 

西クラブの皆様ようこそ！ 

大嶋様、卓話たのしみにしています。 

新井さん 

大嶋様、卓話よろしくお願い致します。 

趙君、李君、磯田様、原田様、ようこそ♡ 

今日はクロアチア戦ですね、応援がんばるぞ。 

岩澤君 

先日、結婚記念日に花束を頂きました。 

皆様、ありがとうございます。 

 

 

入澤さん 

大嶋様、卓話よろしくお願い致します。 

見木様、磯田様、原田様、趙君、李君ようこそ。 

川島君 

大嶋さん、ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁよろしくお願い致します。 

楽しみにしています。 

先日、私共法人が共同で行っている子ども食堂（にっ

こり食堂）への支援を決めて頂きました。大変ありが

とうございました。 

後藤君 

お世話になります。大嶋様、卓話よろしくお願い致し

ます。皆様、ようこそ。 

芝君 

お世話になります。 

大嶋様、卓話よろしくお願い致します。 

磯田様、李様、趙様、原田様、ようこそ。 

竹内さん 

磯田様、原田様、李君、趙君、ようこそ。 

大嶋さん、スピーチようこそお願いします。 

長谷川君 

大嶋様、ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしております。 

西クラブの皆様、ようこそ。 

森岡君 

大嶋様、卓話よろしくお願い致します。 

11 月 26 日の一日バス旅行研修の報告をします。 

大変いい研修なので新人の方々には次回の機会にご

参加下さい。 

安田君 

原田さん、李君、趙君、ようこそ。 

大嶋さん、卓話よろしくお願いします。 

横山さん 

大嶋様、卓話よろしくお願い致します。 

先日は生まれてはじめての卓話、緊張しました。 

貴重なお時間いただきありがとうございました。 

趙君、李君、よろしくお願いします。 

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 

48 名 45.名 ３名 ３１名(免２名含) ６５・９６％ ４０・９１％ 

本日欠席者 石川君、大和田君、久保田さん、小林君、陣内君、菅原君、瀬戸君、髙岡君、 

戸嶋君、中川君、馬場君、松尾君、村井さん、森君、山田君、吉田君 


