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♦会長挨拶           木本会長 

みなさん、こんにちは。 

本日よりマスクは自己判断でという風になり

ましたが、まだまだ私は花粉があるので取るこ

とができません。 

昨日はイノベーションゲートウェイ湘南RCの

認証状伝達式およ

び記念祝賀会に本

クラブから 6 名が

出席させていただ

きました。本当に

おめでとうござい

ます。 

また、土曜日には PETS があり、後藤エレクト、

1 日お疲れさまでした。次年度に向けてご準備

されているとは思いますが、引き続き宜しくお

願い致します。 

ここにきて皆さんご承知かと思いますが、事務

局の末広さんが今月でご退職されます。改めて

皆様でお祝いの会をしたいと思います。本日で

末広さんは車屋での例会は最後となります。長

い間お世話になり、本当にありがとうございま

した。まだ残りはありますが、引き続きお付き

合いくださいね。 

いよいよ今週末は IM となります。これが末広

さんとできる最後の事業となりますので、ぜひ

多くの方に出席していただき、最後盛り上げて、

楽しくしたいと思います。 

そして当クラブでは衛星クラブの準備が着々

と進んでおりまして、入澤研修リーダーより衛

星クラブのことについてもお話があります。 

それでは本日も１日スマイルで、宜しくお願い

致します。 

 

♦本日のプログラム 

3 月 13 日、車屋さんにて通常例会を行いま

した。 

そして本日長年事務局でいろいろフォローし

ていただいていた末広さんが車屋さんでの例

会が本日最後となりました。 

今まで本当にありがとうございました。 

 

例会日■2023 年 3 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 

 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：クラブ戦略計画 

   木本会長、後藤エレクト 

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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本日の卓話は入澤会員による衛生クラブにつ

いてと木本会長、後藤会長エレクトによるク

ラブ戦略委員会についてでした。 

◇幹事報告 

・19 日（日）に藤沢のミナパークにて IM が

行われます。全員出席となっておりますので

どうぞよろしくお願いいたします。 

・トルコ・シリアの地震募金３万円を寄付い

たします。 

・4 月 3 日の車屋さんにてお茶会があるため

駐車場が一部使用できません。 

 

♦臨時理事会・議事録 

2022 ~23 年度 藤沢南 RC 臨時理事役員会  

. 【議事録】 

日時：2023 年 3 月１３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 竹内 永松  松長 羽原  

1.本会計について  

今年度想定外の出費が多く、現時点で本会計

の残高が 11,179 円のため  

スマイルから本会計にうつしたいがどうで

しょうか？  

想定外出費としては  

・認証式が 2 クラブあったため、お祝い金  

・新会員が増えた為半額分を負担している  

  （新会員の渡すものも購入するので人頭分 

出費がある）  

・事務局員の交代のため人件費（引継ぎのた 

め二人で出席）  

・車屋さんの値上げなど  

本来スマイルから繰り入れするのは、社会福

祉への繰り入れのみなので  

→今回は仮払いとしてスマイルから本会計

に 50 万移します。  

このままだと新会員を増やすたびに赤字に

なるため、  

→4 月から入る新会員に関しては半額を取

りやめ、最初から通常会費にします。  

（現状は半年間半額⇒4 月からは最初から 

通常会費）  

今後の指針として認証式などクラブ間のお

祝いなどどうするか？  

→今後認証式などの会費、お祝いはクラブ

からだすと決定します  

（個人での出席ではなく、クラブとしての

出席になるため）  

 

 

 

♦他クラブ例会休会及び変更 

ふじさわ湘南 RC  

4/3(月) 休会→ホテル例会に変更 

4/10(月) ホテル例会(当初スケジュール) 

4/17(月) ホテル例会→家族例会に変更 

4/24(月) 家族例会→休会(4/23 地区研修協

議会の代替として) 
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♦米山奨学生・趙劉興君レポート 

■2023 年 2 月提出奨学生レポート 

2780 地区 世話クラブ：藤沢南 奨学生

番号：RY045025 

氏名：趙 劉興 国籍：中国 10.江蘇省 

学校名：慶應義塾大学 課程：学部 

卓話タイトル 助けられる人から助ける人へ 

レポートテーマ 卓話について 

レポートテーマ（その他）  

私は藤沢南クラブ所属だが、通知によって伊勢

原平成クラブで卓話を行った。初めての卓話で

もあるが、自分の過去を振りかえりながら日本

への思いと将来の抱負をクラブの方々に伝え

た。 

 卓話及びパワーポイントは、自己紹介、日本

への憧れ(クイズ)、日本で体験したこと（日本の

好きな場所 TOP3 ランキンク）、バイト事情、

将来の抱負という部分で構成される。最初は大

学までの生活を振り返ったところ、経済的な問

題がメインで、多少の揺れがあったと思った。

中国で高卒でのバイト経験と、コンビニで御三

家でのバイトや寿司屋さんでキッチン勤務な

どを通じて、他人の経済的な苦しみを目にした

自分は、金融のプロになりたくなった。 

 それ以降、奨学生になってから、様々なイベ

ントを通じて、ロータリアンと奨学生との触れ

合いで他人への奉仕志向が強化された。今まで、

例会と学友の卓話を通じて、私は他人の話をお

伺い、社会奉仕の精神に感銘した。そして、多

種多様のイベント（クリーンキャンペーンや手

作りのハロウィンプレゼントを子ども施設へ

の寄付）などの参加し、自らの行動で社会に良

いことを実践した。それゆえ、自分の生活の中

にも、自分の幸せだけでなく、他人及び社会に

貢献できるように物事を考えておる。 

 自分の抱負として、金融の手段で他人の家計

をサポートしたいと思う。私はバイトの経験か

ら、非正式雇用や正社員でもシングルマザーの

家庭環境における税金の申告や可処分収入の

使い道に困る人が多いことを知り、自分が財務

の観点で建言すれば役に立つだろう。また、今

後は家族の面倒やふるさとの活性化を配慮し、

上海と江蘇省と日本で転々することもあり、日

中友好や学生交流に尽力したいと思う。 

最終更新日：2023/03/02 

■2023 年３月提出 カウンセラーの所見 

カウンセラー氏名：後藤 康太 

就職活動も大手金融会社に内定が決定し、そこ

に甘んじることなく、自ら公認会計士の資格を

目指して日々計画を立て勉強していることな

ど非常に素晴らしい事だと感じております。ま

た、ロータリー活動を通じて、今後社会に出て

関わる方々の為に役に立てる（奉仕）できる人

財になりたいなど、非常に意識が高く、カウン

セラーの私としても見習うとこがある人財だ

と思っています。また、ロータリーを通じて出

会った人達との交流なども非常に大切にして

いるので、素晴らしい事だと思っております。

今後もこの気持ちを忘れずに、未来の子供たち

（後輩）の憧れになるような人財になっていっ

て欲しいと願っております。出来ればロータリ

ーに入会して！ 

 

♦次週予定 

3 月 19 日(日)  第 2780 地区第 3G  

IM＆10RC 合同例会 

ホスト：藤沢西 RC 

14:00 IM 点鐘 

16:20 10RC 合同例会点鐘 

於：ミナパーク 6F  

3 月 20 日(月) ＜休会・19 日 IM の振替＞ 

  27 日(月) ＜休会・定款により＞ 

 

 

      

 

 

スマイル BOX 本日 ￥17,000.⁻ 

累計 ￥1,249,528.- 

本会計へ振替   ￥500,000.- 

スマイル BOX 累計￥749,528.- 

 

 

 

スマイル BOX 
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♦出席報告 

永松 AG 

木本会長、後藤エレクト。卓話よろしくお願い致し

ます。本日、第 3 グループが活発だという話を聞つ

けてタウンニュースから取材を受けます。藤沢南の

アピールをこっそりしたいと思います。そして来週

の IM ですが、いまのところ他クラブだと 50％位し

かないので藤沢南は 70％位でお願い致します。と

いうか、すごくお願い致します。 

木本会長 

お世話になります。木本、卓話佳くお願い致します。 

IＭ、そして昨日イノベーションゲートウェイ湘南、

認証状伝達式いってきました。藤沢南 6 名での参加

です。とても楽しい感じのクラブでした。 

おめでとうございます。 

羽原幹事 

木本会長、後藤様、卓話宜しくお願い致します。 

昨日イノベーションゲートウェイの認証式に行っ

てまいりました。素晴らしい会でした。 

本日もよろしくお願い致します。 

相原君 

木本会長、羽原幹事、永松ガバナー補佐、湯浅さん、

新井さん、松長さん 6 名の方々、新クラブイノベー

ションゲートウェイ湘南RC認証状伝達式に出席ご

苦労様でした。クラブ名称内容がわからないクラブ

ですね。 

青木君 

末広さん、長い間ありがとうございました。震災の

日に浜銀の２階で２人あわてた事を思い出します。 

新井さん 

末広さん、本当にありがとうございました。いろい

ろと教えていただきました。また、ぜひ遊びにいら

して下さい。 

石川君 

お世話になります。末広さん、短い間でしたがお世 

 

 

 

話になりました。また、長い間お疲れ様でした。 

どうぞお体ご自愛ください。 

入澤さん 

末広さん、長い間大変お世話になりました。 

これからも末長くお元気で 

川島君 

配偶者の誕生日祝ありがとうございました。 

本日は少し早めに帰らせて頂きます。 

倉田君 

木本、後藤様、卓話よろしくお願い致します。 

末広さま、大変お世話になりました。長い間ありが

とうございました。チョットさびしい気持ちです。 

後藤君 

おせわになります。 

髙岡君 

お世話になります。ご無沙汰しております。コロナ

5 類移行に伴う時短営業の解除時期を早めに決めよ

うと思っております。 

竹内さん 

久しぶりに例会に参加できてうれしいです。 

本日で事務局末広さんが車屋さん最後ということ

で、ほんとにさびしいです。今までたいへんお世話

になりありがとうございました。 

中川君 

お世話になります。本日は末広さんが最後の例会と

いう事でさびしい限りです。 

私の入会いらいの短い期間でしたが大変お世話に

なりました。ありがとうございました。 

馬場君 

お世話になります。木本会長、後藤エレクト、卓話

よろしくお願い致します。 

森岡君 

木本会長、後藤エレクト、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 ３3 名(免 2 名含) ７０・２１％ ５３・１９％ 

本日欠席者 岩澤君、大嶋君、大和田君、小林君、菅原君、瀬戸君、沼野井君、松尾君、 

村井さん、森君、森井君、安田君、山田君、吉田君、  メイク＝阿部君  


