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♦会長挨拶           木本会長 

みなさん、こんにちは。 

本日は地区会員増強委員会の岩澤委員長、藤沢

東RC高橋会長、米山奨学生の趙君、ようこそ。 

先日の移動例

会の際に小倉

さんの隣の席

になり、夜間例

会が開催され

る前に各委員

会で炉辺会議

を行ってから

夜間例会に挑

んではどうか

というご意見をいただきました。さっそく次回

から実践していこうと思います。 

新会員の皆様、藤沢南 RC はみなさん気軽に相

談できる方々ですので、遠慮なくご相談下さい。 

また先日、衛星クラブに関して、議長となる正

式なメンバーと佐藤Ｇとで正式に面談を致し

ました。これからは日本事務局と打ち合わせを

重ねながら本年度中には立ち上げることにな

りました。衛星クラブの詳細に関してはその都

度ご案内させていただきます。 

会員増強に関しても多くの方に声がけをして

もらっておりますので、これからも増えていく

だろうと予想しております。せっかくご入会い

ただいたので、退会者を出さないように皆さん

で盛り上げていければと思います。 

本日も１日スマイルで楽しく過ごしましょ

う！ 

 

♦来賓 ビジター紹介 

岩澤あゆみ様(茅ヶ崎 RC・地区会員増強委員長) 

高橋正宏様(藤沢東 RC・会長・地区増強委員) 

趙劉興様（米山奨学生） 

   

例会日■2023 年 2 月 13 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 

 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：湯浅国際奉仕委員長 

閉会点鐘 ·········· 木本会長 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826678322993&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826668322994&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
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♦本日のプログラム 

記念すべき 1900 回例会です。 

本のゲストは増強委員長の岩澤様、藤沢東ロ

ータリークラブ会長 高橋様、米山留学生 

趙さんようこそ藤沢南ロータリークラブへ。 

本日は、予定していた卓話者にトラブルがあ

り、急遽代役で湯浅会員による南ロータリー

クラブの奉仕活動についての卓話となりまし

た。 

   
入会 27 年間の奉仕活動についてお話くださ

り、ボランティアは受け取る側が喜ぶだけで

はなく、奉仕する側にも良い影響をもたらし

ている事をお話いただきました。 

新会員の皆様が、ロータリーの活動について

学ぶ良い機会となりました。湯浅会員、あり

がとうございました。 

米山留学生の趙さんは、卒論が終わり時間の

余裕が出来たが、公認会計士の資格を取るた

めに、遊びの誘いがあっても我慢して、一生

懸命勉強しています、との事でした。趙さ

ん、頑張ってくださいね！ 

   

会長より、衛星クラブと増強活動についてお

話がありました。 

指名委員会森井委員長より、次年度体制決定

の報告がありました。 

幹事より、2 月の定例理事会は行わないと報

告がありました。 

親睦委員長 2 月 27 日は夜間例会です。場

所は辻堂のジンギスカン羊堂です。戸嶋会員

のお店です。委員会で席をまとめ、炉辺会議

をしながら親睦を深めたいと思います。多く

のご参加をお待ちしております。 

 

  

 

♦次週予定 

2 月 20 日(月) 卓話：森岡正士会員 

       竹内プログラム委員長 車屋 

 

 

 

スマイル BOX 本日￥14,000.⁻ 

累計￥1,188,523.- 

 

♦他クラブ例会休会及び変更 

藤沢 RC 2/22(水) 休会(終日週) 

     3/22(水) 3/19(日)IM に振替 

     3/29(水) 休会(5 週目) 

スマイル BOX 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826648322996&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826648322996&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826651656329&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826651656329&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826651656329&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826651656329&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826651656329&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826651656329&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826664989661&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826664989661&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826664989661&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826648322996&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=571826651656329&set=pcb.571826788322982&__cft__%5b0%5d=AZWt0GU5mjU9b8XqDAk81vyFxMmz8R8vtqG-74LSudj0HrF2sD3dP71alD_z90RRyRCHinum5Upw2EHDXdljCpd45KK55tvfjZHXvi15ne4oq3WarBTwgf9QmUc4O9XH-2WaYN4330ZyQ_sfhWpzMVdywUy4iF1P9glFAhIiqvxXObL3_16NSNNkrqx8Fp2LfA8&__tn__=*bH-R
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♦出席報告 

 

岩澤あゆみ様(茅ヶ崎 RC・地区会員増強委員長） 

今年度、会員増強の勢いが地区内 1 の藤沢南ロ

ータリークラブさん。色々なクラブから藤沢南

さんすごいね！と問合せがあるほどです。 

地区の新会員の親睦などへの参加もいつもあ

りがとうございます。今月、森岡会員、大嶋会

員、山下会員にインタビューをさせて頂きます。 

日程調整のご連絡させて頂きます。 

高橋正宏様(藤沢東 RC・会長・地区会員増強委員) 

本日はメイクにお伺いさせていただきました。 

よろしくお願いします。 

永松 AG 

湯浅先生、卓話よろしくお願い致します。 

岩澤委員長、高橋会長ようこそ南ロータリーへ 

木本会長 

お世話になります。 

湯浅様、卓話よろしくお願い致します。 

木村さん、今後、会計事務局よろしくお願い致

します。 

岩澤あゆみ様、高橋会長様、ようこそ！ 

チョウくん、ようこそ。本日も宜しくお願い致

します。 

羽原幹事 

湯浅様、卓話よろしくお願い致します。 

岩澤さま、高橋さま、ちょうくん、ようこそ。 

本日から新しいお仲間に事務局木村さんがい

らっしゃっています。今後皆様よろしくお願い 

いたします。 

雨ですが今日も元気にがんばりましょう！ 

相原君 

長らく欠席致しました。 

まだまだお迎えがきません。 

 

 

阿部君 

岩澤さん、増強のご指導宜しくお願いします。 

結婚記念日、ありがとうございます。 

ちょう君、ようこそ、いらっしゃいませ。 

公認会計士試験がんばって下さい。新日本監査

法人、いいですよ！次期、事務局木村さん、 

お世話になります。 

入澤さん 

湯浅様、卓話よろしくお願い致します。 

藤沢東 RC 高橋会長、茅ヶ崎 RC 岩澤様、 

ちょう君、ようこそ。妹が事務局に入ります。

よろしくお願い致します。 

倉田君 

今日は予期せぬ流れになりそうですが、昨年度

プログラム委員として、コロナ禍でのプログラ

ム編成の苦労を思い出しました。 

竹内さん頑張れ！！ 

後藤君 

お世話になります。 

高橋様、岩澤様、チョウくん、ようこそ。 

芝君 

蜷川様、卓話よろしくお願い致します。 

竹内さん 

飯野様、有馬様、チョウくん、高橋様、岩澤様、

ようこそ。本日卓話予定者、急遽トラブルで 

プログラムに穴をあけてしまいました。 

申し訳ございません。皆様のお力おかし下さい。 

長谷川君 

岩澤様、高橋様、ようこそ。 

森岡君 

お世話になります。湯浅様、卓話よろしくお願

い致します。 

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 

４９名 4６.名 ３名 ２９名(免 2 名含) ６０・４２％ ４７・８３％ 

本日欠席者 大澤君、大和田君、川島君、久保田さん、小林君、陣内君、菅原君、瀬戸君、 

髙岡君、高科君、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、    メイク＝新井さん、 


