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例会日■2019 年 6 月 10 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
＜ロータリー親睦月間＞
プログラム
開会点鐘 ········
入澤会長
四つのテスト
木本幹事
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
君が代
藤沢南 RC の歌

タリークラブの仙台南ロータリークラブの方

ソングリーダー
青木会員
会長挨拶 ········· 入澤会長
各委員会報告
本日のプログラム
卓話：2018~19 年度各委員会委員長活動報告

数名、そして会員のご家族でした。
脇ガバナーは世界大会の帰りの飛行機が遅れ
たという事で欠席でした。
式典では特別功労者として 80 歳以上の長寿会
員と在籍 20 年以上の永年在籍会員の表彰が有

各委員会委員長
閉会点鐘 ········· 入澤会長
♦会長挨拶

りました。
流石に歴史あるクラブだけ有って、長寿会員が
６名もいらっしゃいます。

入澤会長

皆様、こんにちは！

そのうち 2 名が 90 歳を超えていらして、それ

本日は、各委員会からの活動報告という事でい
よいよ本年度も終わりだなと感じます。

でも元気に出席されていていました。
そして永年在籍会員も 6 名でした。

私の 1 年間のご報告は後ほどさせて頂きますの

皆さん、長く楽しくロータリー活動をやってい

で、先日木本幹事と出席させて頂きました藤沢
ロータリクラブの創立 65 周年記念式典のお話

らっしゃるんだなと感じました。
その中でも、在籍 50 年の小島会員は 80 歳を超

をさせて頂きたいと思います。
先週の水曜日にクリスタルホテルにて、記念例

えても、昨年も海外奉仕活動に参加していると
いう事で驚きました。

会と懇親会が開催されました。

式典のメインは、プロジェクターを使っての藤

出席者は、第 3 グループの会長幹事、友好ロー

沢ロータリークラブの歴史でした。
約 30 分かけてのスライドは、素晴らしいもの
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でそして面白いトークも入りながらの説明で
したので大変楽しめる時間でした。

羽原親睦委員長

藤沢南ロータリークラブのホームページにも
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創立 35 周年の時に作成した藤沢南ロータリー
クラブの歴史というスライドが掲載されてお

号

ります。
まだご覧になった事の無い方は一度ご覧いた
だきたいと思います。

沼野井例会運営委員長 大澤 SAA 委員長

そして、40 周年はそこに更に 5 年分の歴史を
追加してよりよいプレゼンテーションが出来
たらいいなと感じました。
今、第 3 グループの会長幹事会のグループライ
ンでは次年度への事業の引継ぎの事とか支援
について話題が盛り上がっています。
私が 1 年会長職をやって感じたことは、当クラ
ブはグループ内で行う事業の出席率が低い事
です。

川島会員増強委員長

湯浅社会奉仕委員長

来年は 40 周年も有り、色々と大変だとは思い
ますが是非青木会長を盛り上げるように次年
度は更なるご協力をお願い致します。
それでは、本日の例会も宜しくお願い致します。
♦来賓 ビジター
アクマド・シェハブディン君（米山奨学生、
インドネシア、湘南工科大学生）
◆本日のプログラム

栗原米山奨学副委員長 高科研修事業委員長

卓話：2018~19 年度各委員会委員長活動報告
各委員会委員長
いよいよ入澤会長年度も大詰めです。本日は、
各委員会の委員長が 1 年間の活動報告をいた
しました。
会員の皆さんの御協力のもと、今年も 1 年間い
ろいろな活動をしてこれたんだな、と改めて実
感いたしました。
長谷川国際奉仕副委員長 新井広報委員長

外丸ロータリー財団委員長
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米山奨学生のインドネシアからの留学生
アーくんも出席してくれました。
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♦他クラブ例会休会及び変更
ハンブルグから帰国したばかりの阿部会員か

藤沢北西 RC 6/13(木）夜間移動例会

らは、華やかな国際大会の様子をご報告いただ
きました。
阿部職業奉仕委員長

20(木) 休会
茅ケ崎 RC 6/6(木)⇒6/5(水)18:30 点鐘

森井新世代委員長 深井友好クラブ委員長

ｽﾍﾟｲﾝｸﾗﾌﾞ茅ケ崎(茅ヶ崎湘南と合同)
藤沢北 RC 6/7(金) 移動例会 植栽ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
28(金) 夜間移動例会、最終例会
車屋 18 時点鐘

♦次週予定
6 月 17 日(月) 卓話：藤沢市オリンピック、
パラリンピック開催準備室
八木様、新井会員の紹介 車屋
♦出席報告
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

４１名

３９名

２名

２６名(免 1 名含)

６５％

６４・１０％

本日欠席者：大和田君、加藤君、倉田君、後藤君、陣内君、瀬戸君、中川君、松尾君、松長さん、
村井さん、森君、安田君、山田君、吉田君、
スマイル BOX

スマイル BOX 本日￥5,000.-

入澤会長
アクマド君、ようこそ。
木本幹事
お世話になります。
アクマド君、ようこそ。
外丸君
お世話になります。
アクマド君、ようこそ。

メイク＝前田さん

累計\764,013.-

永松君
アー君、ラマダン明けなのでおいしく食事して下
さい。
沼野井君
お世話になります。
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♦ミサンガ基金（タイ・スリン）
藤沢南ロータリークラブが国際奉仕活動とし
て取り組んでいるタイ･スリンへのミサンガ基

C 第 1537 号

金。

号
奨学金の授与式がとりおこなわれた、と現地
のシュラニボーン先生からご報告いただきま
した。
第 4 回目になる今年の奨学生は 20 人もいまし
た。嬉しいですね。1 年間休まずに学校に通う
と授与されます。タイ東北部のこの地方はいま
だに貧困などの理由で、学校をリタイヤしてし
まう小学生が多いのです。
学校に通うモチベーションに、とロータリーか
らの奨学金ができあがりました。
彼らが作ってくれたミサンガを日本で買って
いただく形で募金活動をしています。
素直で礼儀正しいスリンの子供達の応援を続
けていきたいです。
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