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♦会長挨拶           木本会長 

あけまして

おめでとう

ございます。 

約 1 か月ぶ

りの例会に

なります。 

みなさんお

元気そうで

何よりです。 

本日、ビジターとして藤沢西 RC の磯田会長、

原田カウンセラー、米山奨学生の李さんにお越

し頂きました。宜しくお願い致します。 

私の任期も残り半年となりました。皆様に支え

てもらい、ここまで来ることができました。Ｉ

Ｍや次年度の引継ぎなどまだまだありますが、

引き続きご協力のほど宜しくお願いします。 

このあと、会長・幹事および各委員会委員長よ

り今年の抱負をいただくことになっておりま

す。積もる話もあると思いますので、会長挨拶

は短めにさせていただきます。 

どうか本年も宜しくお願い致します。 

それでは今日も１日スマイルで 

 

◆本日のプログラム  

1 月 16 日（月）、新年一回目の例会を車屋さ

まにて行いました。 

本日の来賓ビジターは藤沢西 RC 会長の磯田

賢吾様 

藤沢西

RC カ

ウンセ

ラーの

原田武

司様 

 

例会日■2023 年 1 月 16 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       青木会員 

 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：木本己樹彦会長,羽原淑恵幹事、年頭挨拶 

   各委員会委員長、1 分間抱負 

   1 月会員誕生日祝、車屋商品券贈呈 

   藤沢西 RC＝李君へ米山奨学金贈呈 

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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藤沢西 RC 米山

奨学生の李俊龍

様の３名 

です。 

藤沢南ロータリ

ークラブクラブ

へようこそおこ

しくださいまし

た。 

本日の卓話は木本会長、羽原幹事、そして各

委員会委員長からの１分間抱負になります。 

 

  

         

    
  

■幹事報告 

・本日例会後理事会があります。 

・2 月 6 日は移動例会になり、場所はヨンド

ン本店になります。 

         

   
 

      
 

■各委員会からの報告 

○森井氏名委員会より 

次年度幹事の安田さんが諸事情より次年度幹 

事ができなくなりました。そこで新たに指名

する形をとりたいと思います。 

○松長親睦委員長より 

12 月 25 日のクリスマス例会は盛大にそして

楽しく過ごすことができました。 

ありがとうございます。 

1 月 30 日（月）に夜間例会を行います。 

場所は喜びの里の予定です。 

 

#藤沢南ロータリー #藤沢南ロータリークラ

ブ例会 #例会 #藤沢南ロータリークラブ #

隠れ里車屋 #ロータリークラブ #車屋 

 

♦定例理事会⑦議事録 

2022 年度~23 年度 第７回定例理事・役員会 

日時:2023 年 1 月 16 日(月) 場所:隠れ里 車屋 

出席者:木本 新井 入澤 後藤 青木 竹内 松長 

永松 大澤 倉田 羽原 

議題 

1.データ共有に関して進捗状況 

前回の理事会で決まった南クラブのデータ

共有に関して、入澤会員がワンドライブで作

成してくれました。まずワンドライブでログ
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インする（別紙あり） 

今現状は写真をのせる場所を作ってありま

す。今後木本年度のフォルダーを作り委員会

ごとに作るなど工夫していく。会員皆に周知

するのはおいおい色々工夫する。 

注意点としては、人が載せたフォルダーなど

を削除しないように気をつける。 

次の例会でパスワードなどは紙で配る。 

2.事務局の件 

現在事務局の末広さんが辞めるので、次の方

への引継ぎをどうするか。日程をあわせてい

つにするか相談してもらう。 

相談した結果→ ２月２週目の車屋から引

継ぎを初めてもらうことに 

末広さんは３月いっぱいまでで退職 

事務局が変わるタイミングで会計をデジタ

ル化した方がよいのでは？ 

 最初は少しお金をかけてでも、きちんと安全

にデータ化した方が良いと思う。反対意見な

しだったので、詳しくはまた相談する。 

3.その他 

・永松 AG より 

  ロータリーカードについて、クラブでカー

ドが作れるので、作ったらどうか？ 

  カードのポイントが寄付できるような仕

組みになっている。→ 車屋さんがカード

不可なため、再度次回役員会で相談 

 ・竹内会員より 

  ２月１３日の卓話者のお礼をお金にして

ほしい。→ 規定の１万円で了承 

 

 

 

♦出席報告 

 

♦他クラブ例会休会及び変更 

寒川 RC 1/16(月) 休会(クラブ定款により) 

    1/23(月) 12:30 点鐘 例会ｾﾚﾓﾆｰ後 

事業所訪問行先(株) ﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙ､ﾄﾚｰﾄﾞ､ﾈｯﾄﾜｰｸｽ様 

   2/6(月) 休会(祝日週) 

茅ヶ崎 RC 1/26(木) 1/25(水)職業奉仕 

移動例会本願寺(築地本願寺) 

     2/23(木) 祝日休会 

 

 

♦次週予定 

2023 年 1 月 23 日(月)  

卓話：地区職業奉仕委員会委員、 

相原聰様(大和 RC・卓話者)、角山俊夫様 

(箱根 RC)、樋田修様(大和田園 RC)、 

   趙劉興様（米山奨学生）    車屋 

 

 

 

     

 

スマイル BOX 本日￥23,000.⁻ 

累計￥1,132,523.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

４９名 4６.名 ３名 ３３名(免２名含) ６８・７５％ ７０・８３％ 

本日欠席者 大和田君、久保田さん、小林君、菅原君、瀬戸君、髙岡君、沼野井君、芳賀君、 

馬場君、松尾君、村井さん、森君、安田君、山田君、吉田君 

スマイル BOX 
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磯田賢吾様（藤沢西 RC・会長） 

お世話になります。本日も奨学生李君、原田カウン

セラーと共に参加させて頂きました。 

本年もよろしくお願い申し上げます。 

原田武司様（藤沢西 RC・カウンセラー） 

お世話になります。明けましてお目出とうございま

す。本年もよろしくお願いします。 

今年はコロナが世界から無くなり戦争の無い平安

な日常になります様に。 

永松 AG 

明けましておめでとうございます！ 

木本会長 

お世話になります。委員会皆様、卓話よろしくお願

い致します。新年、おめでとうございます。 

本年度も宜しくお願い致します。 

磯田会長、原田カウンセラー、李君、ようこそ。 

本年度もリンクしていきましょう！ 

羽原幹事 

委員長の皆様、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。 

皆様、本年もどうぞよろしくお願いします。 

相原君 

新年おめでとうございます。 

今年もロータリーをエンジョイしましょう。 

青木君 

明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくおねがい致します。 

阿部君 

新年あけましておめでとうございます、本年も皆様

にお世話になります。宜しくお願いします。 

新井さん 

本年もよろしくお願いいたします。 

入澤さん、中川君 

お世話になります。 

新年あけましておめでとうございます。 

みな様の元気なお顔を見られて何よりです。 

川島君 

あけましておめでとうございます。本年もよろしく

お願いします。コロナ感染も相変らず続いており、

施設もクラスターとなっている所もあり、大変です。 

気を付けましょう。 

 

芝君 

あけましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願い申し上げます。 

高科君 

誕生祝、ありがとうございます。  

木本会長、羽原幹事、今年もよろしくお願いします。 

竹内さん 

磯田様、原田様、李様、ようこそ。 

皆さま本年もよろしくお願いします。 

今、病院は満床状態です。コロナ、インフル、気を

つけてのりきっていきましょう。 

長谷川君 

西クラブの皆様、ようこそ。新年明けましておめで

とうございます。本年も宜しくお願い致します。 

深井君 

今年もよろしくお願いいたします。 

森井君 

誕生祝、結婚祝、ありがとうございます。 

本年も皆様よろしくお願い申し上げます。 

コロナは注意しましょう。 

森岡君 

お世話になります。今年も宜しくお願いします。 

昨年 5 月に入会して以来、初めてスーツネクタイで

参加しています。入会時に頂いたロータリーのネク

タイを着けて臨んでいます。 

山根君 

おめでとうございます。 

皆様には良い年でありますように。 

湯浅君 

明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

早くコロナがおさまり、いつも通りの生活ができる

年になるとよいです。 

木本さん、羽原さん、あと半年頑張って下さい。 

横山さん 

お世話になります。あけましておめでとうございま

す。昨年、お仲間に入れていただき本当に 

楽しく活動できて皆様に感謝しております。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 


