藤沢南第 1732 回
回

藤沢南ロータリークラブ

WEEKLY REPORT

C 第 1537 号
号
第 1732 号

例会日■2018 年 10 月 1 日(月) 会場■隠れ里 車屋 開会点鐘■１２：３０
■http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc
■e-mail:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
事務局：藤沢市辻堂２-９-１横浜銀行辻堂支店内 TEL・FAX：0466-34-8949

＜会員増強 新クラブ結成推進月間＞

ポリオ募金も第 3 グループで話し合って、再度どこ
かで出来ると良いなと思っております。

プログラム
開会点鐘 ········· 入澤会長
四つのテスト
外丸直前会長
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
奉仕の理想
藤沢南 RC の歌

そして、は酷い暴風雨で皆様の所にの被害は如何で
したでしょうか？
我が家はマンションの高層階なので、安心していた
のですが、夜中に壁についている空気抗の蓋が風の
勢いで突然飛ばされてビックリしました。
また、隣りが 15 階建てのマンションを建てている
建築現場なのですが、12 時過ぎに続々と車が集ま
ってきて、10 名位の作業員の方がなにやらやって
いました。現場の方は大変ですネ。
さて、話は変わりますが、先週私は尾道に行ってき

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：高科建治研修リーダー

ました。常石造船という大きな造船所の経営するホ
テルに宿泊し、常石港から船で島々を巡って約 1 時
間で尾道につきました。その船は観光船では無く、
地元の人の生活に必須の交通手段で、JA などが物
資を運ぶ軽ワゴンや市役所のジェラルミンケース

芝プログラム委員長
閉会点鐘 ········· 入澤会長

の受け渡しが有ったり、お財布一つを手に持って、
街に買い物に行く若者などが乗って来て、瀬戸内海

♦会長挨拶

の小島の生活の一部を垣間見たような気がしまし

入澤会長
さて、今回の市民ま

た。観光地で有名な尾道は、船のついたところには

つりは中止となって

立派なビルが幾つか立ち並んでいて、ちょっとイメ

しまって大変残念で

ージが違いました。

した。あの程度の風

しかし、ちょっと駅前を離れると、細い道に庭も無

雨ならできたんじゃ

い戦後に建てられたままのような小さいマッチ箱

ない？と後から思う

の様な家が傾きながら立っているという状態でし

事は出来ますが、最

た。西暦 700 年代の頃から建てられたお寺などが

悪の事態を想定して

何十と立ち並び、歴史と信仰の街という感じでした。

の中止決定だったと

観光が重要な資源でも有るので、お寺巡りの立て看

思います。

板や説明文、歩道の整備は非常によくされていまし
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た。その割には観光客は少なく、可愛そうなくらい

月曜日が定例会の

でした。お寺を見た後に、尾道駅から約 3 キロ続く

藤沢南ロータリー

商店街のアーケードを歩きました。

クラブは、月曜日が

3 キロもの距離に屋根を付けているので作ったと

休日になることが

きはそれはそれは立派で、商店街も華やかだったん

増えた結果、月に 2

だろうなと想像出来ます。しかし、今は完全なシャ

回の例会になるこ

ッター通り、約７割のお店が閉まっています。そし

とも増えました。

て、マクドナルド、コンビニ、スターバックスなど

まずは、月に 2 回で

のチェーン店が 1 店も有りません。つまり、大手か

も出席率を向上す

らみたら全く商売には向かない場所という烙印を

るように会員それ

押されてしまっていると言うことです。尾道で地方

ぞれの努力が必要

都市の衰退を見たという感じです。

だと意見がまとまりました。
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藤沢市も悠長なことは行っていられ無いと、私は思
います。以前は新しいビルが建つと、設計の段階で
1 階店舗は埋まってしまっていると言うのが普通
でしたが、今は立ち上がっても 1 階路面店の募集を
しているのをよく見かけます。
また、テラスモールもこの春に半数以上のお店の入
れ替えが有りましたが、それも売り上げが良く無い
お店が出されたそうですが、新しく入ったお店に人
が入っているかというとそうでもないと思われま
す。藤沢市が尾道にならないように、ロータリーク
ラブも奉仕や福祉だけでなく、地方経済の担い手と
して街おこしの事業なども手掛けたら良いのでは
ないかと思いました。

♦お祝い発表
（会員誕生祝）

（結婚記念祝）

丸山

2日

瀬戸

2日

友野

23 日

丸山

8日

外丸

28 日

長谷川

22 日

再来年はいよいよ 40 周年。

山根

25 日

20 周年の際には、ふじさわ湘南クラブの創設も行
われました。40 周年に相応しいものは何があるか、

（配偶者誕生祝）
永松

7日

山田

9日

入澤会長を中心に新たな模索も始まりました！

◆本日のプログラム
卓話：高科建治研修リーダー ,芝プログラム委員長
会員の学習と成長の環境が整っているか……親睦
と友情を育む機会があるか……クラブの理想像を
考えました。
本日の例会は高科研修リーダーの卓話でした。
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♦定例理事会④

藤沢南第 1732 回
♦他クラブ例会変更及び休会
回

議題：1、会長幹事 指名委員会の件

藤沢北西 RC 10/11(木)祭日振替休会

C 第 1537 号

2、その他

10/18(木)振替休会 10/14 地区大会

♦次週予定

綾瀬 RC 10/9(火)、10/30（火）休会(クラブ定款により)

10 月 8 日(月) ＜休会・体育の日＞

大和 RC 10/9(火) 取止め例会(祝日週)

号

10/16(火) 10/14(日)地区大会に振替の為休会

14 日(日）移動例会＜地区大会＞

11/13(火) 11/10(土) 11(日)やまと産業ﾌｪｱに振替

12:30 本会議 17:15 懇親会

11/20(火) 取止め例会(祝日週)

茅ヶ崎市民文化会館、茅ヶ崎市総合体育館
15 日(月) ＜地区大会振替休会＞

12/11(火) 12/9(日)交通事故撲滅大作戦に振替

22 日(月) 山口ガバナー補佐訪問

12/18(火) 12/16(日)ｸﾘｽﾏｽ家族に振替の為休会

(藤沢東 RC)

藤沢 RC 10/31(水) 休会(クラブ定款により)

車屋

茅ケ崎 RC 10/11(木) 10/14(日)地区大会に振替
11/29(木) 休会(クラブ定款により)

♦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

１９名(免含１名)

５１・３５％

６７・５７％

本日欠席者：大澤君、加藤君、倉田君、栗原君、後藤君、陣内君、末木さん、杉下君、瀬戸君、高岡君、
深井君、松尾君、村井さん、森君、森井君、山田君、湯浅君、吉田君、

スマイル BOX

スマイル BOX 本日￥8,000.-

入澤会長
高科様、卓話よろしくお願い致します。
木本君
お世話になります。
高科会員、卓話よろしくお願い致します。
相原君
高科さん、卓話よろしくお願いします。
先日 26~27 日 1 泊 2 日中信州の旅、上田～松本
～木曽路、奈川村の投汁そば旨かったです。
みやげに皆さん松茸を買って無事帰りました。
参加されたまなさんおつかれさまでした。
青木君
高科様、卓話よろしくお願い致します。
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メイク：阿部君、

累計\517,011-

外丸君
お世話になります。
高科さん、卓話よろしくお願い致します。
台風は大丈夫でしたか？今朝ノート PC の電源
が入らなくなり困っています。新規の良い PC の
おすすめが有りましたら教えて下さい。
永松君
高科様、卓話よろしくお願い致します。
禁酒しています！！
9 月は何時もの 10 分の 1 でした。
羽原さん
昨日の台風で門は外れ、犬小屋が外にとんでしま
い大変でした。皆様のところは大丈夫でしたか？
本日もよろしくお願い致します。
前田さん
お世話になります。

