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＜職業奉仕月間＞
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
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
＜年頭挨拶＞入澤会長、木本幹事
閉会点鐘·········· 入澤会長
♦会長挨拶

なぜそんな遠くまで行くかと言うと、浅草寺は
仲見世をはじめとする近隣のお店が元旦から
全て開いているのです。

入澤会長

明けましておめでとうございます、本年もよろ
しくお願いいたします、
ロータリーの会長職の残り 6 ヶ月となりました、
気を引き締めて頑張っていきたいと思います
のでご協力のほどよろしくお願いいたします。
さて、皆さんどんなお正月を過ごしたでしょう
入澤家のお正月は子供の頃から決まっている
パターンがあります、大晦日の 11 時半頃に地
元の神社に行きます。本堂の前の行列に並んで

うちの両親はお年玉を貯金しなさいなど言わ
ず、「せっかく貰ったのだから好きなものを買
いなさい」と言うタイプだったのでお正月から
買い物をしながらお参りすると言うパターン
です。浅草寺は、雷門から本堂まで約 500M あ
るのですが、11 時を過ぎるとそこは人で埋め尽
くされ、雷門の外に出 300M 程度の行列ができ
ています。その距離 40～50 分かけて本堂まで
行くのですが、左右に仲見世があるのでお店を

12 時からお参りが始まります。お参りをした後
は本堂の隣にある鐘で除夜の鐘をつきます。
その後家に帰って一旦休みます。元旦は家族揃

見たり買い食いをしながら歩いて行きます。
そして本堂の前ではもみくちゃにされながら
お参りをします。浅草寺の境内には他にもお参
りするところがたくさんありますが、我が家が

って浅草の浅草寺まで初詣に行きます。
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行くところは銭塚というところです。
そこは勤勉に働けばお金が貯まるよと言う御

◆本日の
プログラム

利益があるところです。お参りの後は昼食を食
べますがこの毎年決まっていて創業 100 年以
上と言う浅草の米久という牛鍋屋さんですき
焼きを食べます。その後浅草のお店に行って落
語を聞いてから帰るというパターンです。
子供の頃からこの元旦のイベントが大好きで
今でも楽しみにしています。浅草に通い続けて
いると浅草の変遷がよくわかります。
昔ながらのお店がどんどんなくなり、チェーン

C 第 1537 号
2019 年。
新年最初の
号
例会はお正
月設えの美
しい車屋さ
んで華やか
に相原会員の乾杯から始まりました。
(日中なのでノンアルコールビールですよ♪笑）
おめでたい気分も盛り上がり、1 月の誕生日の

店が増えてきています。お店に置いてある商品
皆さんのお祝いソング。
も、外国人観光客向けのものが多くなってきて
相原会員、森井会員、高科会員、沼野井会員、
います。時代とともに色々変わっていきますが、 長谷川会員がお誕生月でした。
初詣という行事は私的には続けて行き、新年の
誓いをしていきたいと思っています。
今年は残りのロータリーの会長職がつつがな
く終わるようにということもお願いしました。
半年間ロータリーのイベントが目白押しです。
是非皆さんのご協力を得て頑張っていきたい
と思いますのでよろしくお願いいたします。
最後になりますが、本年の皆様のご健康とご繁
栄をお祈りして会長の挨拶とさせて頂きます。
それでは本日もよろしくお願いいたします。
♦来賓ビジター紹介
大和田彰夫様（芝会員のご紹介）
♦お祝い発表
（会員誕生祝）
長谷川
1日

（配偶者誕生祝）

3日
10 日
15 日
18 日
28 日

（結婚記念祝）
芝
5日
森
17 日
森井
22 日

森井
高科
加藤
沼野井
相原

ﾎﾟｰﾙﾌｪﾛｰ表彰は友野会員,木本会員,小倉会員。
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卓話では 40 周年記念事業にむかって、森井実
行委員長から、今までの周年事業の様子をご報
告いただきました。
入澤会長年度も半分が過ぎました。
今年も会員一同協力して有意義なロータリー
ライフを重ねていきたいですね！
お正月に相応しく、羽原会員の舞が披露されま
した。羽原さんの男踊りもかっこいいのですが、
今年はしっとりとした女性の美しさを表現さ
れた美しい舞でした。こうした多才な会員がい
るのも藤沢南ロータリーの自慢です。うっとり。

♦次週予定
1 月 14 日(月) ＜祝日休会・成人の日＞
21 日(月) 創立 40 周年記念の件
湯浅次次年度会長、
森井 40 周年実行委員長、車屋
♦定例理事会⑦
議題 1、新会員認証の件(大和田様)
2、前回、会長幹事会での報告事項
2/6(水)第 3G・カラオケ大会の件
3、その他、5/20(月)3RC 合同例会の件
4/15(月)バス旅行の件
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♦出席報告
会員数

出席義務者

出席免除者

出席者

３７名

３５名

２名

２６名(免含２名)

暫定出席率C 第 1537
前々回出席率
号
７０・２７％
号

８２・８６％

本日欠席者：加藤君、倉田君、陣内君、瀬戸君、高岡君、深井君、松尾君、村井さん、森君、山田君、
吉田君、

メイク＝阿部君

スマイル BOX

スマイル BOX

本日￥26,000.-

累計\648,011-

入澤会長
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
木本幹事

永松君
森井様、卓話よろしくお願い致します。
大和田様、入会おめでとうございます！！
あけましておめでとうございます。

お世話になります。
新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。
相原君、湯浅君

八方ふさがりが終りました。今年も飛ばします。
沼野井君
誕生祝、ありがとうございます。
長谷川君

明けましてお目でとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
友野先生お久しぶりです。
会長、幹事様、あと半年頑張って下さい。
青木君
新年あけましておめでとうございます。
友野さんお会いできてうれしいです。
羽原さんの踊り、S 席で見れてラッキーです。
川島君

誕生祝、ありがとうございます。
1 月 1 日で 71 才に成りました。
本年も何卒宜しくお願い致します。
前田さん
今年もロータリー活動楽しみたいです。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
丸山さん
大和田様、ようこそ。
あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。
芝君
あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。
友野君
あけましておめでとうございます。
いつも御無沙汰して申訳ありません。
本日は久しぶりに出席させていただきました。
本年もよろしくお願いいたします。

本年もよろしくお願い致します。
森井君
平成完了の年、あけましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。
誕生祝、結婚祝、ありがとうございます。
山根君
おめでとうございます。
5 月 1 日に元号が変りますが、30 年前、本日、
久し振りに出席された友野会員と会長、幹事を担

外丸君
明けましておめでとうございます。
今年のおみくじは大吉で「考」でした。
一年間知恵を絞って頑張りたいと思っています。

当し、昭和天皇がなくなり黙祷した事を思い出し
ました。
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