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こっております。
まず、本日のご報告で先月南クラブ推薦で青少
年交換留学生に応募した松田汪太君が無事に
合格しました。それにより、木下悠さんに続き
更なる青少年への支援をしていくこととなり
ました。また、これからクリスマス家族会、カ
ラオケ大会、IM、ピースウォーク、そして本年
度は担当クラブとなる 3 クラブ合同例会、更に

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
それでこそ R
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
＜年次総会＞
卓話： 外丸和之地区マイロータリー推進委員、
東学地区マイロータリー推進副委員長
閉会点鐘········ 外丸直前会長
♦会長挨拶

地区補助金を使った事業への参加など色々と
有ります。自分の担当では無いからと知らんぷ
りしないで、是非皆さんで協力し合って頂きた
いと思います。また、出欠席の連絡が遅く担当
者が困る場面も多々有りますので、例え欠席で
あっても必ず返信は期日までにお願い致しま
す。残りの数か月、力を合わせて頑張って行き
ましょう。
♦来賓ビジター紹介
東学様(伊勢原 RC･地区ﾏｲﾛｰﾀﾘｰ推進副委員長様)
宇野美代子様（藤沢 RC）
♦本日のプログラム

入澤会長

7 月から会長職をやらせて頂きまして、4 カ月
半が経ちようやく少し慣れたところです。
そして、先週はガバナ
ー訪問が有り、本日は
年次総会で次年度会
長も決まるという事
で、なんとなく肩の荷

＜年次総会＞
次年度の役員および理事を決定しました。
次年度会長
青木小四郎会員
次年度幹事
新井智代会員
次年度副会長
湯浅博文会員
次次年度会長
湯浅博文会員

が下りた感が有りま
した。しかし、よくよ
く考えてみるとまだ

40 周年実行委員長 森井信太会員
会計および 4 名の理事は 12 月 31 日もしくはそ
れ以前に決定します。

まだ沢山事業がの

指名委員会
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小倉、相原、大澤、青木、高科、
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かなり登録者が増えたようです。
回
これからのロータリーは会員のデータベース
C 第 1537 号
はこうして、紙から電子媒体へ移行し、セキュ
号
リティや利便性も上がっていくのですね。
藤沢南も 100 パーセント登録目指して頑張り
ます！活用方法があるそうです。
♦木下悠さん(青少年交換留学生・フランス)
卓話： 外丸和之地区ﾏｲﾛｰﾀﾘｰ推進委員、
東学地区ﾏｲﾛｰﾀﾘｰ推進副委員長

10 月レポート

ﾃ-ﾏ＜ﾏｲﾛｰﾀﾘｰ登録に伴うﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽに関して＞

藤沢南ロータリークラブでスポンサーをして
いる、フランス留学中の木下はるかちゃんから
レポートが届きました。 学校や友達の楽しさ、
充実さは最高です。授業は先生友達に手伝って
もらいながら、また家でホストと一緒に確認し
ています。理解できるところは多くなりました。
フランス語の習得状況は、相手の言っているこ
とは分かるようになりましたが、自分で言いた
い事が上手に言えないので評価は中程度です。

ロータリアンよ、My Rotary に登録しましょ
う！
ということで、本日の例会の卓話は地区のマイ
ロータリー推進委員会に出向している外丸会
員が、実際に登録画面を示しながらの解説をし
てくれました。

10/6-7 モンサンミッシェルに二泊三日で
行きました。フランスの 5 個くらいの地区合同
です。友人の数は数えていないので分かりませ
んが、日に日にビズを交わす数が多くなってい
る気がします！
学校でブリュッセル旅行があって、そこで他の
クラスの人たちとも仲良くなれて、その後の学
校でも一緒にお昼を食べたりしてます。 昨日
は学校の友達数人とお寿司食べに行ってきま
した。
とっても充実しているようで何よりですね！

マイロータリーに登録すると、世界中のロータ
リークラブの様々な活動を知ることができた
り、ロータリーアン同士の検索や連絡ができた
りと、いろいろな今日は全員スマホを取り出し、
ああでもないこうでもないとお互い協力しな
がら必死の登録作業！
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♦他クラブ例会の休会及び変更
回
茅ケ崎 RC 11/29(木) 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により)
C 第 1537 号
12/20(木)17:1 点鐘ビジター10,000
円

♦定例理事会⑤
議題 1、事務局使用の件
2、インターアクト負担金の件
3、その他
♦次週予定

ｺﾙﾃｨｰﾚ茅ヶ崎(例会後ｸﾘｽﾏｽ家族会)
号
12/27(木) 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により)
2019 年 1/3(木) 休会(ｸﾗﾌﾞ定款により)

11 月 19 日（月）夜間移動親睦例会③
於：湘南ｺﾞﾙﾌﾘｿﾞｰﾄ内 2F ﾚｽﾄﾗﾝ「nalu」
点鐘：18：30 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

３７名

３５名

２名

２３名(免含１名)

６３・８９％

６４・８６％

本日欠席者：加藤君、後藤君、陣内君、瀬戸君、永松君、沼野井君、深井君、松尾君、村井さん、
森君、山田君、山根君、吉田君、

スマイル BOX

メイク：杉下君、前田さん

スマイル BOX

本日￥9,000.-

累計\566,011-

東 学様(伊勢原 RC,地区ﾏｲﾛｰﾀﾘｰ推進副委員長)
みなさん、こんにちは。
伊勢原 RC 東(ひがし)と申します。
本日は地区マイロータリー推進委員会で一緒に活
動している外丸さんが卓話をされるので応援にま
いりました。よろしくお願いします。
宇野美代子様（藤沢 RC）
本日、初めてのメークアップの為、おじゃまして
います。よろしくお願い致します。

阿部君
東さん、外丸さん、マイロータリーの指導を宜し
くお願いします。小田原北 RC についで、藤沢南
が 100％となるようお願いします。
入会 4 年未満の方、来年 3 月 22 日、23 日、
新会員の集い参加お願いします。登録料 15,000
円はクラブ負担です。皆様、宜しくお願いします。
新井さん
宇野様、東様、ようこそ。

入澤会長
東様、宇野様、ようこそ。
木本幹事
お世話になります。
外丸様、卓話よろしくお願い致します。
宇野様、東様ようこそ。
また、昨年度は東様にはクラブ管理運営委員会で
は大変お世話になりました。
青木君

青少年交換選考会が終わり、松田君がメキシコ派
遣に決まりました。
今後ともぜひよろしくお願いします。
芝君
外丸様、卓話よろしくお願い致します。
東様、宇野様、ようこそ。
誕生祝、ありがとうございます。
外丸君
お世話になります。

東様、宇野様、ようこそ。

東さん、宇野さん、ようこそ。
本日は、マイロータリー推進委員として卓話をさ
せていただきます。
みなさん、宜しくお願いいたします。
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