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ではないだろうなと想像しました。
夜の 9 時まで家族からは連絡が無く、だんだん
心配になってきましたが、結局検査入院という
事が分かって安心しました。
次のアクシデントは、翌日は楽しく観光をして、
帰りの新幹線を待つのに駅で一休みしている
時に Secom から電話が有りました。
「今、ご自宅の緊急センサーが鳴っていますが
何か有りましたか？」と「家には誰もいないは

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
卓話：永松秀行会員 ﾃｰﾏ＜技能実習制度の闇＞
閉会点鐘·········· 入澤会長
♦会長挨拶

ずです。見に行って下さい」とお願いしました。
Secom の事務所から自宅までは 15 分位なはず
ですが、待っても待っても連絡が有りません。
その間、もしかして空き巣と鉢合わせして戦っ
ているのかな？とかだんだん悪い方の想像が
膨らんできてしまいます。
50 分経ってやっと電話がかかってきて、センサ
ー異常で反応しただけだという事が分かりま
した。アクシデントと言っても、両方とも最後

入澤会長

皆様こんにちは
先日、私は金沢まで旅行に行ってきました。
旅行はとても楽しく良かったのですが、2 つほ
どアクシデントが有りました。
一つ目は、初日の夕方旅館で寛いでいると妹か
ら LINE で「ママが入院したらしい」と連絡が
入りました。
「らしいというのはどこからの情報？」と確認
したら 5 年生の姪がお婆ちゃんに電話をしたら

は何もなく良かったで終わったのですが、これ
から年末になり皆様も色々な場面が出てくる
と思います。お身体や防犯に気を付けて、年末
を迎えて下さい。
それでは本日の例会も宜しくお願い致します。
♦来賓ビジター紹介

「今から入院するからまたね」って電話を切ら
れたと言うのです。
何が有ったんだろう？と思うものの、自分で電

（会員誕生祝）
羽原
18 日
瀬戸
24 日

話に出られるくらいだから生死にかかわる話

後藤

大和田彰夫様（芝会員のご紹介）
村上進様（藤沢東 RC 会長）
♦お祝い発表
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29 日

（配偶者誕生祝）
高岡
1日
（結婚記念祝）
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ぎをする業者があったり回
します。
ロータリーアンとして、国C 第 1537 号

◆本日のプログラム
卓話： 永松秀行会員

テーマ＜技能実
習制度の闇＞
本日の例会、まずは永
松会員のポール・ハリ
ス・フェローの表彰か
ら始まりました。
ポール・ハリス・フェ
ローとは、ロータリー財団に 1000 ドル以上の
寄付をした人を称える認証です。

際奉仕の観点からも何か
号
できることがあるので
は？とご指摘。大変勉強に
なりました。
お客様は藤沢東クラブの
村上会長。
芝会員ご紹介の大和田様、ご入会をお待ちし
ております！

おかげ様で藤沢南クラブの財団年次寄付も目
標達成できました！ありがとうございます。
12 月の誕生日は、瀬戸会員、羽原会員、後藤会
員です。Happy birthday ❗️

♦次週予定
12 月 10 日(月) クリスマス家族例会
集合:18:00、点鐘:18:30
於：鎌倉プリンスホテル
羽原親睦委員長、親睦委員会委員
♦定例理事会⑥
議題はありませんでした。
＜40 周年記念の会議＞
例会後、相原、青木、阿部、新井、入澤、永松、
前田、湯浅、森井、山根、各委員出席
議題①組織の選考 設営委員長,接待委員長,
記録･記念誌委員長
②話題 日時、場所
③記念事業 湘南学園英会話の件,

卓話は永松会員の「外国人技能実習制度の闇」
と題して、可決されたばかりの入国制度の問題
をお話しいただきました。
空前の少子高齢化にさしかかった日本では、
外国人が働き手として期待され、政府も移民受
け入れへ向かって舵取りをはじめました。その
裏では、外国人技能実習生を自給 400 円で雇用
する企業があったり、送り出し機関として荒稼

記念式典,寄付
④予算
⑤その他
次回の委員会 2019 年 1 月 21 日(月)例会後
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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

２８名(免含１名)

暫定出席率C 第 1537
前々回出席率
号
７７・７８％
号

５７・１４％

本日欠席者：加藤君、栗原君、高岡君、松尾君、村井さん、森君、山田君、吉田君、

スマイル BOX

スマイル BOX

本日￥18,000.-

累計\613,011-

村上進様（藤沢東 RC 会長）
お世話になります。
本日はメイクで参加させて頂きます。
よろしくお願い致します。
入澤会長

芝君
永松様、卓話よろしくお願い致します。
大和田様、村上様、ようこそ。
瀬戸君
永松様、卓話よろしくお願い致します。

永松様、卓話よろしくお願い致します。
村上会長、大和田様、ようこそ。
木本幹事
お世話になります。

誕生祝、ありがとうございます。
本日途中で失礼させて頂きます。
外丸君
村上会長、大和田様、ようこそ。

大和田様、ようこそ！ 村上会長様、ようこそ！
永松様、卓話楽しみにしてます！
相原君、森井君
永松様、卓話楽しみにしています。
村上様、ようこそ！
青木君
永松さん、卓話たのしみにしています。
新井さん
永松様、卓話よろしくお願い致します。

永松さん、卓話宜しくお願いします。
みなさん、マイロータリーの登録はできてますで
しょうか？
おかげ様で先日の卓話後に 7 名増えました。
まだ登録してない方は、改めて個別に説明をしま
すので宜しくお願いします。
永松君
大和田様、入会おめでとうございます。
藤沢東ロータリークラブ村上様、お酒おごってく

大和田様、村上様、ようこそ。

ださい。

小倉さん
大和田様、ようこそ！楽しい南クラブで楽しく
ロータリーライフを送りましょう！
川島君
村上様、大和田様、ようこそおこし下さいました。
倉田君
永松様、卓話よろしくお願い致します。
後藤君

深井君
永松様、卓話よろしくお願い致します。
先日、森谷さんの自宅にお伺いしました。
森谷さんは元気にしていられるとのこと。
もう 87 才になられました。
長谷川君
永松君、卓話よろしくお願い致します。
丸山さん

お世話になります。
永松様、卓話よろしくお願い致します。

永松様、卓話よろしくお願い致します。
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