
 

■創 立 ／ 昭和 29 年 6月 3日                ■第 68 代  会長 ／ 吉川 栄紀  幹事 ／ 廣島 純 

■事務所 ／ 藤沢市藤沢 93 新堀ライブ館 204  TEL：0466-25-4000 FAX：0466-26-9292 E-mail：info@fujisawa-rotary.com 

■例会日 ／ 毎週水曜日 12:30～13:30          ■例会場／ 湘南クリスタルホテル TEL：0466-28-2111 

NO.12    第 3244 例会    ２０２１年   １２月  １５日    天候 晴れ  

    

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

「四つのテスト」  崎山 直夫 会員 

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫    

  卓話ゲスト：岩松 正記 様 

（カウンシード税理士仙台オフィス/ 

仙台南 RC 会長） 

            

≪≪≪≪ZOOMZOOMZOOMZOOM 出席者≫出席者≫出席者≫出席者≫    

      岡崎 記久子 会員 

   キョン クンヘ さん（クラブ委嘱米山生） 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・本日は、仙台南 RC 会長、岩松様、本日はお忙し

い中、卓話にお越しいただき、ありがとうござい

ます。よろしくお願い致します。また、お土産に

仙台銘菓「萩の月」をお持ちくださいました。あ

りがとうございました。 

  先日、今年の漢字「金」が得ればれました。オリ

ンピックがあったので、金なのかと思いますが、

会場の皆様全員に金メダルをあげたいと思 

 

  います。 

  2780 地区ガバナー・ノミニーが告知されまして 

  2024－25 年度ガバナー・ノミニーとして、大和 

  田園 RC の佐々木辰郎氏が指名されました。 

   

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・本日、例会中に年次総会を開催致します。よろ 

  しくお願い致します。 

 ・例会後に臨時理事役員会を開催致します。理事 

  役員は、ご出席をお願い致します。 

 

≪ガバナー補佐報告≫≪ガバナー補佐報告≫≪ガバナー補佐報告≫≪ガバナー補佐報告≫    

 ・第 3 グループでは、ロータリー奉仕デーと地区 

  退会の準備を進めております。今週、実行委員 

  会が開催されて、だんだん具体的なお話ができ 

  るようになって参ります。皆さんにご協力をお 

  願することも出てきますので、よろしくお願い 

  致します。 

 

 

  

出席報告出席報告出席報告出席報告    

（   ）内は計算に用いた会員数 

＋〔 〕は Zoom 出席者     

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

１２月１日 ４３（４２）名 ３０名 １２名 ７１．４３％ ３名 ３３名 ７８．５７％ 

１２月１５日 ４３(４２)名 ２６＋〔１〕名 １５名 ６４．２９％ 

   

2021-2022 年度 

藤沢ロータリークラブ週報 

2021-2022 年度 RI テーマ 
 
 
 
 

 

 

 

第 2780 地区 ガバナー   田島 透 

第 3グループガバナー補佐 椋梨 兼彰 



≪藤田会員よりご挨拶≫≪藤田会員よりご挨拶≫≪藤田会員よりご挨拶≫≪藤田会員よりご挨拶≫    

    

藤田会員が、ご異動にため退会となりました。8年間

ありがとうございました。 

 

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・大小原会員よりゴルフの報告     

  定期的に藤沢東 RCとゴルフの対抗戦をやってお

ります。今回、12月 13 日に藤沢 RCからは 5名の

参加で行いました。今回チーム戦は勝つことが出

来ませんでした。個人戦は、藤沢東 RCの田中会

員でした。また、当クラブの瀧澤会員がベストス

コアでした。 

  次回は、4月 4日を予定しております。ぜひご参

加下さい。 

   

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

  会員誕生日 12 月 15 日 加藤 浩 会員 

 

 

 

 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

    吉川 栄紀 会長 

  本日、卓話の岩松様、お仕事が忙しい所お越し頂

きありがとうございます。宜しくお願い致します。

また、朝晩寒くなって参りました。会員の皆様に

おかれましてはお風邪など召しませぬようお過

ごしください。 

 椋梨 兼彰 会員 

  本日、遅刻してしまいました。申し訳ございませ

ん。 

岩松様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

    川上 彰久 会員 

  岩松さん、厳寒の仙台から温暖な藤沢へようこ   

  そ！ 

 藤田 浩二 会員 

  長い間、ありがとうございました。 

  藤沢ロータリークラブのますますのご発展を楽

しみにしています。 

 廣島 純 会員 

  岩松様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

 岩崎 智子 

  結婚記念日のお祝いを頂きまして、ありがとうご

ざいます。 

 新堀 きよみ 会員 

  ようやく皆さまにお会いできるようになりまし

た。ご心配おかけしました。 

 加藤 浩 会員 

  お祝いありがとうございました。「体力増強」に

努めてまいります。 

    

≪年次総会≫≪年次総会≫≪年次総会≫≪年次総会≫    

        会員総数 43 名（内出席義務人数 42 名） 

      出席者  26 名  委任状 6名 

      出席率  61.9%  年次総会成立 

 

1．2022‐23 年度理事役員の承認 

   廣島 会長エレクトより 

12月1日に開催されました次年度理事役員選考

委員会において、次の通り選出されましたので、

ご承認をお願いいたします。 

会長      廣島 純 

副会長      川上 彰久 

幹事          鈴木 大次 



副幹事        星谷 けい子 

会長エレクト   小河 静雄 

理事(直前会長)  吉川 栄紀 

理事      瀧澤 秀俊 

               椋梨 兼彰 

               大小原 徹 

野口 捷代 

               大貫 美則 

               小澤 智幸 

               下野 多佳子 

SAA           吉野 貴美 

会計           鈴木 隆一 

ご出席の皆様の拍手で承認されました。 

    

    2. 前年度財務報告と現年度の 

収入と支出を含む中間報告 

      鈴木隆一会計長より、報告 

    

≪小話≪小話≪小話≪小話    3333 分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫    

      新堀 きよみ 会員 前編 

 

しばらく ZOOM でのご出席でしたが、ようやく今回か

ら、会場でご参加いただけるようになりました。 

昨年の 8 月、片足がひどく腫れで、整形外科に受診し

たことから始まる壮絶な闘病記についてお話いただ

きました。血栓のエコー検査から、緊迫の緊急入院。

血栓の治療が終わると、悪性の卵巣腫瘍が見つかり、

次は婦人科へ。手術を勧められている間に具合が悪く

なり、呼吸がしにくくなってしまったそうです。色々

な検査をすると僧帽弁閉鎖不全症で危険な状態と分

かり、また緊急入院となりました。 

あまりにも壮絶なお話なので、続きは次回、後篇に続

きます。 

≪≪≪≪卓話卓話卓話卓話≫≫≫≫             

 「なぜ税金を納めることは『権利』なのか～「なぜ税金を納めることは『権利』なのか～「なぜ税金を納めることは『権利』なのか～「なぜ税金を納めることは『権利』なのか～

主権者意識と租税教育の重要性～」主権者意識と租税教育の重要性～」主権者意識と租税教育の重要性～」主権者意識と租税教育の重要性～」           

カウンシード税理士法人仙台オフィスカウンシード税理士法人仙台オフィスカウンシード税理士法人仙台オフィスカウンシード税理士法人仙台オフィス

代表社員・税理士代表社員・税理士代表社員・税理士代表社員・税理士    岩松岩松岩松岩松    正記正記正記正記    様様様様                

（仙台南（仙台南（仙台南（仙台南 RCRCRCRC 会長）会長）会長）会長）    

         （紹介者：大小原 徹 会員） 

 

 

 

 

 

 



卓話概要 なし 

 

 

 

吉川会長より謝辞 

 

 

岩松様、萩の月ごちそうさまでした！ 

皆様大好きです！ 

 

 

 

本日の ZOOM 出席、岡崎会員とキョンクンヘさんです 

本日のお料理 

 


