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♦会長挨拶           木本会長 

みなさん、こんにちは。 

花粉と持病の副鼻

腔炎でテンション

が下がっています

が、少しでもテンシ

ョンを上げようと

洋服を明るい色に

してみました（笑）。 

本日はビジターと

して五行歌の窪田

様、趙くんにお越し

いただきました。ありがとうございます。 

藤沢南 RC では社会奉仕活動の一環として五行

歌に協賛しています。五行歌を通して子供との

つながりというのもとても素敵なことですね。

私事ですが、p.18 に私の娘の作品も出ている

ので見ていただけたらと思います。 

趙君は今日で例会に参加するのは最後になり

ます。後藤カウンセラーともども 1 年間お疲れ

さまでした。何かあれば藤沢南ＲＣを頼ってく

ださい。これからも趙君を応援しています。頑

張ってください！ 

また、石川会員、本日のイニシエーションスピ

ーチ宜しくお願いします。 

緑の冊子（クラブ委員会活動計画書）内のプロ

グラム予定表にも記載がありますが、RC では

いろいろな月間があります。今月は【水と衛星

月間】となります。RC では USAID（米国国際

開発庁）と提携して、ガーナ、マダガスカル、

ウガンダで水と衛生設備を改善する持続可能

な長期的なプロジェクトを実施しています。ま

た、ベリーズ、グアテマラ、ホンジュラス、イ

ンド、ケニアの 5 か国で立ち上げるよう会員に

呼び掛けています。最終的に 2030 年には安

全な水と衛生設備をすべての人が利用できる

よう目標を掲げています。詳細を知りたい方は

my rotary をご覧ください。 

先週、新会員’s VOICE に森岡さんと山下さ

んが参加してくださいました。皆さんぜひ見て

ください。 

例会日■2023 年 3 月 6 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       松長会員 

 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:石川毅会員イニシエーションスピーチ 

 窪田様＜五行歌＞へ協賛金贈呈 

 趙劉興君へ最後の米山奨学金贈呈 

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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今週末は PETS になります。いよいよ次年度会

長エレクトの後藤年度のスタートしていきま

すね。頑張って下さい。日曜日にはイノベーシ

ョンゲートウェイの認証伝達式がございます。

そして翌週には IM とまだまだ盛沢山ですが、

皆さんお体には気を付けて、本日も１日スマイ

ルで、宜しくお願い致します。 

 

♦来賓及びビジター 

窪田園子様＜五行歌＞ 

趙劉興君（米山奨学生・中国） 

♦お祝い発表 

(会員誕生祝)     (配偶者誕生祝) 

入澤   5 日    沼野井   11 日 

松尾   5 日    川島    11 日 

(結婚記念日祝)     後藤    18 日 

湯浅    1 日    芝     22 日 

足立    3 日    羽原    24 日 

吉田   30 日      阿部    29 日 

 

 

♦本日のプログラム 

本日の卓話は、新会員の石川会員のイニシエ

ーションスピーチでした。 

 

生い立ちから学生時代の生活、現在の職業に

なるまで、広告代理店のお仕事の紹介まで詳

しくお話しいただきました。 

来賓ビジターは、明治地区五行歌実行委員の

窪田園子様。 

 

 

南ロータリークラブのご協力で、今年も冊子

の作成ができました。コロナ禍を過ごした子

供たちの、ハッとするような五行歌が納めら

れてます。皆さま、ぜひご覧ください。 

 

米山留学生の趙くん、最後の奨学金受け取り

となりました。 

 

 

日本での最近のニュースで、日中関係は良く

ないと感じているが、自分のように地方出身

の若者や、日本語教育を重視している中国の

状況から、数年後にはきっと日中関係は、改

善するはずと、心強い挨拶でした。 
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♦定例理事会⑧⑨議事録 

2022 ~23 年度 藤沢南 RC 第８,9 回定例理

事役員会  

日時：2023 年 3 月 6 日（月） 場所：隠れ

里 車屋  

出席者：木本 新井 青木 入澤 大澤 倉田 

後藤 永松 松長 羽原  

【議事録】  

1.新任事務局の件  

1.給与に関して  従来は月額 10 万円 

(交通費別途支給)  

  →今まだ引継ぎの途中で全てを引継ぎ出

来ていないため、すべて引継ぎを 終えても

らい、仕事の項目を一度 4 月の理事会で再

度話し合い決定する。  

2.勤務形態について  従来は 曜日：月曜日、

水曜日、金曜日の週 3 日間 時間:9 時~3 時 

（＊但しコロナ禍から在宅勤務有）  

→こちらも①の理由と同じで引継ぎを終

えてから再度決定する  

3.事務局への出勤  コロナ禍で在宅勤務可

としたため、郵便物などの受け取りで最低

週 1 度 は出勤する。  

末広さんより 事務局が一緒の西クラブ

は横浜銀行ビルオーナーの辻堂の 相澤様

にも挨拶していますが、南は行かなくてよ

いのか？ 現状年 2 回横浜銀行に挨拶して

いるだけ。  

→木本会長が西クラブに聞いて対応した

方がよいか検討する。   

2.今年度予算について  

今年度予算外の支出が多くスマイルから

の本会計への移動を行いたい。  

予算外としては新クラブ発足が 2 クラブ

あり、お祝い金などがでたことと、  

新会員の会費が半年半額のため、半分をう

めなくてはならないなど。  

本来は移動しないのが望ましいのはわか

っているが、今年度予算外の金額が大き

い ため、理解頂きたい。  

→3 月で一度会計をしめ、4 月の役員・理

事会で話し合い決定する  

3.その他  

1.6 月の最終例会会場箱根の河鹿荘より深井 

さんに連絡あり、物価高に伴い 宿泊料金を 

2000 円値上がりになります。  

→親睦の予算を 4 月までに出してもらい、

会員の会費をどうするか  

4 月の役員・理事会で再度検討する。  

2.永松AGより 現状例会がハイブリッド形 

式になっているクラブが増えている 、 

南 RC もそうしていきたい。  

→現状今南 RC の例会場 車屋さんのネッ

ト状況が悪いため無理ではないか  

車屋さんの Wi-Fi 状況がよくなれば可能。

現時点ではできない  

3.本日例会時に会員にまわした   

トルコ・シリア大地震被災地への寄付  

→30000 円を南 RC として寄付する  

 

♦他クラブ例会休会及び変更 

寒川 RC 3/20(月) 休会(祝日週) 

     4/3(月) 休会(クラブ定款による)週) 

あやせ RC 3/2(火) 休会(祝日週) 

      4/4(火) 移動例会・花見親睦会 

   4/25(火)5/2(火休会(クラブ定款による) 

  

♦次週予定 

3 月 13 日(月) 卓話：クラブ戦略計画 

         木本会長、後藤エレクト 

車屋 
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スマイル BOX 本日￥10,000.⁻ 

累計￥1,232,528.- 

 

♦出席報告 

 

木本会長 

お世話になります。 

石川様、卓話よろしくお願い致します。 

五行歌、窪田様、ようこそ。 

チョウくん、最終回ですね！おつかれ様でした。 

これからもがんばって下さいね。 

本日もスマイルで 1 日よろしくお願いします。 

羽原幹事 

石川様、卓話よろしくお願い致します。 

窪田様、ちょうくん、ようこそ。 

ちょう君、今日が最後ですね。たまに遊びにい

らして下さい。本日もよろしくお願いします。 

青木君 

石川様、卓話よろしくお願い致します。 

五行歌の窪田様、コロナで子ども達が何もでき

なかった日もやっと終わりそうで春が来た感

じですね。 

新井さん 

石川様、卓話よろしくお願い致します。 

窪田様、ようこそ。 

チョウ君♡卒業おめでとうございます。 

4 月に歌舞伎デートしましょうね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川君 

お世話になります。 

本日、イニシエーションスピーチさせていただ

きます。大変緊張しておりますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

入澤さん 

石川様、卓話よろしくお願い致します。 

窪田様、チョウ君、ようこそ。 

誕生祝、ありがとうございます。 

川島君 

石川さん、イニシエーションスピーチたのしみ

にしております。私も 5 年間トロンボーンを吹

いていました。 

後藤君 

お世話になります。 

石川様、卓話よろしくお願い致します。 

窪田様、チョウくん、ようこそ。 

芝君 

石川様、卓話よろしくお願い致します。 

窪田様、趙様、ようこそ。 

森岡君 

お世話になります。 

石川様、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 

４８名 4５.名 ３名 ３１名(免 2 名含) ６５・９６％ ６２・５０％ 

本日欠席者 大和田君、小林君、陣内君、菅原君、瀬戸君、竹内さん、髙岡君、沼野井君、 

馬場君、松尾君、村井さん、森君、安田君、山田君、吉田君、横山さん     

スマイル BOX 


