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♦会長挨拶           木本会長 

みなさん、こんにちは。 

先週のク

リスマス

例会は大

変お疲れ

様でした。

楽しい時

間をあり

がとうご

ざいます。 

 

本日、事前準備が滞っており、本来あるべき点

鐘や旗などの例会グッズがないことをお詫び

いたします。 

皆さんも寝不足な日々が続いたと思いますが、

ついに FIFA ワールドカップ 2022 が終わりま

した。アルゼンチンが死闘の上、PK 戦で優勝。

メッシはこれまで唯一とれていなかったタイ

トルを獲得することができました。私もサッカ

ーをやっていましたが、あらためてワールドカ

ップは世界中を魅了するのだと思いました。特

に印象的だったのが、敗退が決定して、C ロナ

ウドのようなトップアスリートが涙を流し、ワ

ールドカップにかけていた思いが伝わってき

たときです。 

藤沢南 RC も皆様の支えもあり、なんとか半年

終えることができました。残りの半年も宜しく

お願い致します。年が明けたら 3 月には IM、4

月頃から次年度を支える動きに変わっていき

ます。 

 

 

 

例会日■2022 年 12 月 19 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         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：芝直也社会奉仕委員長、 

森井信太友好クラブ委員長  

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  

今年最後の卓話は豪華ダブルヘッダー 

芝 直也 社会奉仕委員長より 

  

 

 

「ロータリークラブにおける社会奉仕とは」 

奉仕するものは行動しなければならない。単な

る概念的なものではなく、客観的な行動に表せ

なければならない、毎年度異なっていて年度内

に完結できる社会奉仕活動をおこない、それを

社会に根付かせていくような考え方が必要。 

などなど、決議 23-24 に基づいて深く解説して

いただきました。 

芝委員長が大変良く勉強されて講義をしてく

ださいました。新しい会員の皆様にとって社会

奉仕って？とわからないモヤモヤがだいぶ晴

れてきてきたのでは？  

基本を学ぶことはやはり大切です、そして藤沢

南らしく共に行動すること   ですね。 

 

卓話後半は森井友好クラブ委員長より。 

 

長崎西ロータリークラブと友好関係を築いて

きた経緯など。 

ちょうど藤沢南ロータリークラブが 10 周年を

迎えた 1990 年。友好クラブをあちこち探した

結果、美味しい食べ物があり、亡くなった会員

の故郷でもあった長崎にあった長崎西ロータ

リークラブと友好を結ぶ事になったそうです。 

それ以来、お互いに周年ごとに交流を深めて 30

年が過ぎました。コロナが収まり、また楽しい

交流が復活することが待ちきれません！ 

 

 藤沢南ロ－タリ－クラブ記念式典の歴史       

① 創立 （会長）三觜博（幹事）中井公應 

創立総会 1980（昭和 55）年 10 月２７日 

創立総会 スエヒロ 34 名 

認証伝達式 1981（昭和 56）年４月１１日 

藤沢市民会館 1200 名登録 

（委員長）三觜博 （式典委員長）山田克彦 

（祝宴委員長）相原利夫 

② ５周年記念 （会長）森谷吉一 （幹事） 

栗原義夫 （実行委員長）山田克彦 39 名 

記念式典 1985（昭和 60）年 10 月２１日 

銀座アスタ－ 記念講演 黛敏郎 

記念事業 ジュニアテニス教室（12 年継続） 

藤沢市立中央図書館に植樹 

③ 10 周年記念 （会長）中野大三郎 （幹事）

森井信太 （実行委員長）山田克彦 45 名 

記念式典 1990（平成 2）年 10 月 15 日 

銀座アスタ－ 記念講演 羽仁進 
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記念事業 長崎西ロ－タリ－クラブと友好

クラブ締結 

     市内著明画家絵画展（７日間）・

新進画家絵画展（７日間）名店ビル展示会場 

④ 15 周年記念 （会長）青木小四郎 （幹事）

吉原均 （実行委員長）山根博正 46 名 

記念式典 1995（平成 7）年 11 月 20 日 

湘南ホテル 

記念事業 インタ－ネットの普及先取りイ

ンタ－ネット体験 湘南ホテル 

⑤ コミュニケ－トアクトクラブ  

（会長）石井正一郎 （幹事）平野一彦 

（実行委員長）今井英夫 

記念式典 1997（平成 9）年 10 月 11 日 

藤沢市民会館 

⑥ 20 周年記念 （会長）数野隆人 （幹事）

高科建治 （実行委員長）三觜博 52 名 

記念式典 2000（平成 12）年 10 月 16 日 

湘南ホテル 

記念事業 特別拡大「湘南ふじさわロ－タ

リ－クラブ」創設 

（特別拡大委員長）相原利夫（拡大補佐）石

井正一郎 今井英夫 平野一彦 森井信太 

⑦ 25 周年記念 （会長）大谷靖夫 （幹事）

長谷川正明 （実行委員長）上林貞直 

記念式典 2005（平成 17）年 10 月 8 日 

湘南ホテル        

記念式典 市内中（大庭・六会・高倉）高（鵠

沼・湘南）校生 吹奏楽演奏会 藤沢市民会

館 

記念品  会員：ネクタイ（赤） 

⑧ 30 周年記念（会長）深井正道 （幹事）大

澤尚武 （実行委員長）阿部剣朗 

記念式典 2010（平成 22）年 10 月 23 日 

車屋 

記念事業 明治市民センタ－敷地に耕余塾

記念看板の建立 

記念品  会員：ネクタイ（青） 

⑨ 35 周年記念 （会長）永松秀行 （幹事）

外丸和之 （実行委員長）湯浅博文 

記念式典 2015（平成 27）年 10 月 12 日 

藤沢市民会館 

記念事業 11 月 13～18 日タイ訪問 ミ

サンガ基金設立 上履きタイへ寄贈  

OB 招待  

記念品  会員：ネクタイ（紫）とスカ－フ 

⑩ 40 周年記念 （会長）湯浅博文 

（幹事）高岡輝征 （実行委員長）

森井信太 

記念式典 2020（令和 2）年 1 月

24 日  車屋 

記念事業 チャ－タ－メンバ-相

原・青木・栗原・関根・山根会員、

末広事務局の表彰 

記念品  ：和光トレイ チャ－

タ－メンバ-：和光の置時計 
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♦次週予定 

2022 年 12 月 26 日(月) ＜休会・年末＞ 

2023 年 1 月 2 日(月) ＜休会・年始＞   

       9 日(月) ＜休会・成人の日＞ 

  16 日(月) 年頭挨拶、木本会長、羽原幹事、 

各委員会委員長 1分間抱負。 

         定例理事会⑦ 車屋 

♦出席報告 

永松 AG 

森井様、芝様、卓話よろしくお願い致します。 

2022 年ありがとうございました。今年度あと半年

よろしくお願い致します。 

木本会長 

お世話になります。森井友好クラブ委員長、芝社会

奉仕委員長、卓話よろしくお願い致します。 

皆様のおちからをかりて半年が終了しました。のこ

り来年からも引き続きよろしくお願いします。 

羽原幹事 

芝、森井様、卓話よろしくお願い致します。 

本日、最終例会、幹事も折りかえしとなりました。

あと半年、又、新年からもよろしくお願いします。 

青木君 

クリスマス例会、たのしかったです。ありとうござ

いました。森井さん、芝さん、卓話たのしみにして

います。皆様、良いお年をお迎え下さい。 

石川君 

お世話になります。芝様、森井様、卓話よろしくお

願い致します。先週は初めてのクリスマス例会、と

ても楽しかったです。 

入会後、一回目の通常例会ですが、良く分からない

事だらけなので、慣れるよう頑張ります。 

川島君 

クリスマス例会、盛大に開催できて楽しかったです。

役員の方々や実行委員の皆様、お疲れ様でした。 

 

 

 

     

スマイル BOX 本日￥14,000.⁻ 

累計￥1,109,523.- 

 

 

倉田君 

クリスマス例会、つたない司会で申し訳ありません。

皆様に助けられました。南ロータリーのパワーを感

じました！ 

後藤君 

お世話になります。 

森井様、芝様、卓話よろしくお願い致します。 

芝君 

お世話になります。今年最後の例会です。お世話に

なりました。来年も宜しくお願いします。 

長谷川君 

今回のワールドカップ、大変楽しませて頂きました。

アルゼンチン、ブラボー。 

親睦委員の皆様、クリスマス例会、御苦労様でした。

ありがとうございました。 

馬場君 

お世話になります。 

深井君 

今年一年ありがとうございました。 

森岡君 

12/12 のクリスマス会はとても楽しく過ごせました。

その後、鎌倉プリンスホテルに泊まり、翌日、今更

ながら大河ドラマ館に行きました。 

山根君 

コロナ感染が再び増加しているようです。来年は良

い年でありますように。 

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 4６.名 ３名 ２８名(免２名含) ５８・３３％ ６５・９６％ 

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

髙岡君、竹内さん、戸嶋君、沼野井君、芳賀君、松尾君、松長さん、村井さん、 

森君、山下君、山田君、吉田君 

スマイル BOX 


