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皆様こんにちは！
2 回ほど移動例会が続き、お久しぶりの通常例
会となりました。
IM とロータリーウォーキング大会にご参加頂
いた方はお疲れ様でした。
ロータリーウォーキング大会は藤沢南クラブ
は受付と休憩所というとても目立つ場所にい
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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
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：湯浅社会奉仕委員長
テーマ：＜電磁波入門＞
閉会点鐘 ········· 入澤会長
♦会長挨拶

ましたので皆様に「藤沢南さんは大変頑張って
いましたね」とお褒めの言葉を沢山いただきま
した。これもひとえに皆様のご協力のお陰と思
っております。有難う御座いました。
1 週間前に新年度が始まり新しい元号の「令和」
も発表されて、何かにつけて「平成最後の・・・」
と言われるようになりました。
大きい行事も終わりホッとしておりますが、あ
と 3 カ月間「平成最後の会長」として頑張って
いきたいと思っております。
さて話は変わりますが、メンバーの吉田君が 4
月 1 日より新しいお店をオープンしました。
旧労働会館が建て直しで「F プレイス」という
名前になり、その６階で「３＋３CAFÉ」とい
うレストランをオープンしました。
テラス席からは江の島や富士山などが見える
程、大変眺望が良いのがウリです。
また、３月後半には旧小田急デパートがリニュ

入澤会長

ーアルオープンして「湘南 GATE」という名前
になりました。そこの３階の約半分が飲食店街
となり、その中に藤沢西ロータリークラブの高
木会員が肉バルをオープンされました。
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最近は、辻堂に押されて少し寂れた感じがある
藤沢ですが、どんどんリニューアルをして頑張
っているようです。
地域経済を回すためには消費をしないといけ
ない訳ですが、まずは皆さんがロータリアンの
お店を使ってあげて、地域社会を盛り上げるの
に貢献して頂けたら良いのではと思っており
ます。
では、本日の例会もよろしくお願いいたします。
♦お祝い発表
（会員誕生祝）
阿部
村井

1日
3日

（配偶者誕生祝）
友野
21 日
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（結婚記念日祝）
高科
関根
永松
青木
倉田

7日
16 日
19 日
23 日
23 日

◆本日のプログラム
4 月に入って初めての例会でした。
君が代、ロータリーソングを斉唱。
その後入澤会長より、元号が令和になったお話
や吉田会員が新たにオープンさせたお店のお
話をしてくださいました。
吉田会員の新しいお店は 6F にありとても眺
望がよいため、晴れた日は富士山や江ノ島が見
えるそうです。
藤沢地域もいろいろ開発がすすみ新しお店な
どができてきているなどとても興味深かった
です。

今回の卓話は湯浅会員の「電磁波」のお話し。
物理学と聞いた瞬間私の頭の中はと出されて
しまったのですが、とてもわかりやすく説明し
てくださいました。
最後は電子レンジの話になりみんな興味深々。
電子レンジで温める力がなくなった場合はも
う買い替えのときみたいですよ～

3/24(日)第 3 グループ IM＆9RC 合同例会
当日、欠席の新会員へ記念品贈呈をしました。
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♦定例理事会⑩
議題 1、新会員認証の件（安田様）
2、その他 6/15 時計塔の贈呈式

C 第 1537 号

♦次週予定

号

4 月 15 日(月) ＜移動例会＞
歌舞伎座鑑賞家族バス旅行
集合 8:20am、藤沢駅南口オーパ前
羽原親睦委員長
♦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

３８名

３６名

２名

２４名(免 1 名含)

６４・８６％

５０％

本日欠席者：大和田君、加藤君、川島君、後藤君、瀬戸君、高岡君、羽原さん、村井さん、
森君、森井君、山田君、山根君、吉田君、
スマイル BOX

メイク＝阿部君、永松君、

スマイル BOX 本日￥7,000.-

累計\706,013.-

入澤会長
湯浅様、卓話よろしくお願い致します。
木本幹事
お世話になります。
湯浅様、卓話よろしくお願い致します。
先月、新会員、IM、R ウォーク、皆様おつかれ様
でした。
相原君

関根君
結婚祝、ありがとうございます。
高科君
結婚祝、ありがとうございます。
湯浅会員、卓話よろしくお願いします。
3 寒 4 温とのこと、今日は寒いですね。
外丸君
お世話になります。

湯浅さん、卓話楽しみにしております。
青木君
湯浅さん、卓話たのしみにしています。
昨日、親水公園に行って来ました。
さくらの花が満開でしたよ。
新井さん
湯浅様、卓話よろしくお願い致します。

深井君
湯浅さん卓話よろしく。
孫が長野県松本の高校に入学し、3 年間野球で寮
生活がスタートしました。3 年間生きててよと言
われジーンときました。湯浅先生には 1 年間孫
の勉強でお世話になりありがとうございました。
前田さん
お世話になります。
丸山さん
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今週水曜日 10 日はヨットの日だそうです。

市役所でヨット関連の映画上映や展示があるそう 湯浅様、卓話よろしくお願い致します。
ですので、ぜひお立ちよりください。
桜が開花してから寒い日が続き、長い間美しい桜
芝君
が見ることができ幸せを感じています。
湯浅様、卓話よろしくお願い致します。
誕生祝、ありがとうございます。
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♦木下はるかさん（青少年交換留学生・ﾌﾗﾝｽ）
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＜2 月レポート＞

＜3 月レポート＞

花粉症になりました!重症ではないですが一応。
学校の状況、問題はありません。
学校のテストは、わからなくても一応全部受け
ているのですが、先日の数学のテストでクラス
平均以上を取れました！フランス語力の向上
が数学で見て分かったので、自信になりました。
第 1 ホストファミリーが南仏旅行に誘ってく
ださり、一緒に行ってきました！「Le tour
fondue」の近くに寝泊りしました。地図で見

元気です、軽い花粉症で目薬しているくらいで
C 第 1537 号
す！
学校の授業でフランス語の映画を見に行くこ
号
とがあるのですが、この間見に行った映画がと
ても面白い内容でした。英語の授業で映画を見
に行ったので、英語の音声にフランス語の字幕
でしたが、楽しく見れました！
3 月の初めに日本の家族がフランスに来まし
た！今のホストファミリーと第 1 ホストファ

ると、形が江ノ島に似ているので是非調べてみ
てください♪
また、モナコやイタリアの南も観光してきまし
た。ヨーロッパに留学にくると、気軽に違う国
に行けるので、より楽しいです！
先日、ロータリアンの家族も参加する食事会に
行って来ました。カウンセラー夫妻とテーブル
が違い、周りに知っている方がいなかったので
不安でしたが、全くそのようなことはなく、日

ミリーの家に泊まらせてもらって、夜ご飯も美
味しい物を沢山作ってくださいました。
ヴェルダンを観光した以外にも、父はロード自
転車をホストファザーとおじいちゃん達とや
ったり、母はホストマザーのエステをしてもら
ったり、兄はホストブラザーとテニスをした
り、、、自分の家族とホストファミリーが仲良く
していたので嬉しかったです！
1790 地区で、今年度の派遣性のための集会が

本語についてや、フランスについて沢山お話が
出来ました。最終的には、隣の席の方ととても
仲が良くなり、帰りに家まで送っていただきま
した笑。
先月、マンスリーレポートでお話しした、学校
の TPE の発表が終りました！そこで知ったの
ですが、今回の発表は予行練習みたいな物で、
本番が 3 月にもう一度あるそうです。
なので、これについては来月本番が終わったと

あり、そこへ自分の国のお菓子を作っていくと
いうのがありました。フランス語での Q＆A と
かをして楽しかったです！
先月もお話した、TPE の発表が無事終りまし
た！私は、抹茶をたてたり用意した抹茶のお菓
子を振る舞ったりその説明をしたりしました。
成績は私の帰国後なので、友達から教えてもら
ったら皆さんにお伝えします！
先日、ホストのおじいちゃんの誕生日でレスト

ころでお話しますね。
友達の数は分かりませんが、沢山いると思いま
す！特別に仲の良いクラスの子は 3 人、他のク
ラスメイトも、他クラスにもよく話す友達が多
くいます。授業の空きコマがみんなあるので、
そこで新しい友達が出来たり、みんなでワイワ
イ話したりしています。

ランに行ったのですが、そこで日本人の大学生
の方々に会いました！
今までヴェルダンで日本人に会ったことが一
度もなかったので、本当に驚きました！
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