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＜ロータリー財団月間＞
この藤沢南ロータリークラブは次年度会長が
決まらず右往左往しておりましたが、先週の例
会時に指名委員会より次年度は青木会員に決
まったという報告を頂いて、ホッとしておりま
す。そして、次年度だけでなく 4 年先までの流
れも決まったという事で、私の本年度の方針の
40 周年に向けての地盤固めという部分が形づ
いて来たのではないかなと思っております。

＜脇洋一郎ガバナー公式訪問＞
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：脇洋一郎ガバナー様（茅ヶ崎湘南 RC）
山口俊明ガバナー補佐様（藤沢東 RC）
閉会点鐘·········· 入澤会長
♦会長挨拶

脇ガバナーの地区方針にはまだまだ届かない
部分も多々有ります。
今日は、ガバナーのお話を伺って気持ち新たに、
地区方針に一歩でも近づくように会員一同で
協力し頑張って行きたいと考えております。
♦来賓ビジター紹介
脇洋一郎ガバナー様（茅ヶ崎湘南 RC）
山口俊明ガバナー補佐様（藤沢東 RC）
♦お祝い発表
（会員誕生祝）

入澤会長

芝

本日は、脇ガバナー及び山口ＡＧにはお忙しい
中お越し頂き有難う御座います。
私の言葉では、本年度
のロータリーの方針な
ど会員に伝えきれてい
ない部分が多々あると
思います。

2日

（結婚記念祝）
沼野井

5日

山田

13 日

川島

8日

木本

26 日

相原

20 日

友野

26 日

（配偶者誕生祝）
湯浅

17 日

◆本日のプログラム
卓話：脇洋一郎ガバナー様（茅ヶ崎湘南 RC）

山口俊明ガバナー補佐様（藤沢東 RC）

今日は、その部分を脇
本日はガバナー公式訪問日。
ガバナーからお話頂け
2018～19 年度 2780 地区ガバナー脇 洋一郎
ればと思っております。 ガバナーと第 3G 山口ガバナー補佐が例会を
さて、ここ１～2 か月
訪問されました。
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♦地区補助金 2018~19 回
年度プロジェクト
江ノ島オリンピックセーリング競技通訳ボラ
C 第実行委員会
1537 号
ンティア育成プロジェクト

会長挨拶に続いて相原会員と入澤会長のポー
ル・ハリス・フェローの表彰式が行われました。

号 委員長 湯浅博文
副委員長 相原利夫
委員 大澤尚武 外丸和之
栗原義夫 新井智代
（1） ボランティア育成のための英会話授や、
ヨット競技に関するセミナーに参加し、
通訳ボランティアを目指す青少年の押
しするために活動する。

脇ガバナーのお話は、昨年サンディエゴで行な
われた世界中のガバナーエレクトが集まる 6 日
間の会議の様子からはじまりました。
世界には全部で 539 の地区があり、約 20％に
あたる 110 人のガバナーエレクトが女性だった
そうです。日本ではまだ女性会員のいないクラ
ブも多くあり、ガバナー
が女性の地区は 1 地区
のみ、だそうです。2780

（2） 地区補助金を有効に使い、地区補助金
プロジェクトを成功させるために活動
する。
（3） 活動の記録の作成。
ボランティア育成までの様子を記録し、
南ロータリーク
ラブのメンバー
に逐次報告する。
クラブ全体でプ

地区も益々女性会員が
増えるとよいですね！
続いてビジョン声明、地
区方針について詳しく
お話いただきました。
「持続可能な変化」をも
たらすために、私たちに何ができるか。本年度
の国際ロータリー会長のバリー・ラシン氏が掲
げる「インスピレーションになろう」にという

ロジェクトを実
行していること
をクラブ全員が
共有できるよう
にする。

テーマをどうとらえるかは難しくも思えます
が、より良い世界を創るために一人一人の心の
奥ともう一度向かい合い、よく考える時間が必
要なのだそうです。インドでのポリオ撲滅活動
に実際に参加された具体的なお話も聞かせて
いただくことができました。
ありがとうございました。
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♦次週予定
11 月 12 日（月）卓話：外丸 R 財団委員長
クラブフォーラム、定例理事会⑤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

３７名

３５名

２名

２２名(免含１名)

６１・１１％

６４・８６％

本日欠席者：大澤君、加藤君、栗原君、後藤君、芝君、杉下君、瀬戸君、沼野井君、羽原さん、
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

メイク：阿部君、永松君

本日￥18,000.-

累計\557,011-

脇洋一郎ガバナー様（茅ヶ崎湘南 RC）
10 月 13 日、14 日の茅ヶ崎での地区大会、お世話
になりました。
本日の公式訪問よろしくおねがい致します。

新井さん
脇ガバナー様、山口 AG、ようこそ。
公式訪問、ありがとうございます。
川島君

山口俊明ガバナー補佐様（藤沢東 RC）
お世話になります。
本日はガバナー公式訪問のアシスタントとして
伺いました。どうぞよろしくお願い致します。
入澤会長
脇ガバナー、山口 AG、本日は有難うございます。
木本幹事
お世話になります。
脇ガバナー様、山口ガバナー補佐様、

ガバナー様、ガバナー補佐様、ようこそ。
丸山さん
脇様、卓話よろしくお願い致します。
外丸君
脇ガバナー、山口ガバナー補佐、ようこそ。
本日は宜しくお願い致します。
前田さん
脇ガバナー様、ようこそおいで下さいました。
本日はよろしくお願い致します。

本日公式訪問ありがとうございます。
また卓話よろしくお願い致します。
青木君
脇ガバナー、山口ガバナー補佐ようこそ。
本日、卓話よろしくお願い致します。

山根君、湯浅君、深井君、長谷川君、
森井君、相原君
脇ガバナー、山口ガバナー補佐、ようこそ。
本日はよろしくお願いします。
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