
藤井フヂ子会長 

 いよいよ今日で最後に

なりまして本当に1年間支

えて下さいましてありが

とうございました。皆様の

テーブルに私の一年間の

思いを書いてきましての

で、目を通していただけれ

ば嬉しく思います。昨日お

電話が他のクラブの方からありました。ウクライナ支

援の募金のパンフレットに「南の藤井さんが載ってい

るよ」とご連絡いただきました。第 3グループでも新

都心で募金活動をやるということで、お時間のある方

は 25日(土)11：00～13：00までご参加願えればと思

います。今日は大沢君から「藤井会長黒臼幹事 1年間

お疲れ様でした」とニコニコが届いております。本当

に嬉しいなと思っております。 

 皆様 1年間本当にありがとうございました。 

  

  

黒臼 秀之幹事 

 藤井年度最終例会になり

ました。私も幹事として 1

年務めさせていただきまし

た。本当に 1年間ありがと

うございました。お世話に

なりました。まずは本年度

藤井さんが頑張って4人の

新会員を入れてくれ、この

新会員の方々が一生懸命参加していただいて南RC

を温かく包み込んでくれたことは本当にありがたい

ことだと思いました。理事役員の皆様にも大変お世

話になりました。なかなかコロナが収まらなく、こ

れからもどういう展開になっていくか分かりません

けれども、是非皆さんで協力して少しでも楽しいロ

ータリーライフを過ごせたらと思っていますのでよ

ろしくお願いいたします。 

地区より 

・地区社会奉仕としてウクライナ支援を 6 月25 日

（土）新都心で行われます。 

 佐藤 一博会長エレクト 

 7月 7日（木）佐藤年度初例会になります。12：30

点鐘、清水園で行います。第 3グループ会長・幹事に

出席いただける予定になっておりますので集合時間

厳守、男性会員ネクタイ、女性会員ジャケット着用を

お願いいたします。 

 柴田  覚プログラム委員長 
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 18日に（公財）埼玉県腎・アイバンク協会の総会が

ありまして、当クラブが感謝状をいただきました。代

行で藤井会長にお渡しします。 

 

藤井フヂ子会長 

 思い起こせば 1 年前に会長の勉強も何もしないで

ただひたすらここに来ておりまして、柴田会員より会

長にお願いしたいとお電話がありました。その日は友

達が叙勲を貰って奥隅さんと二人で胡蝶蘭をもって

心が嬉しくてハイになっていた時にお電話がありま

した。ずっと会長が決まらなくて皆さん悩んでいらっ

しゃっていたのは良く分かっていたのですけれども、

私は第一生命の社員ですので一応支社長に聞いてみ

ないと勝手に決められませんので一週間持っていて

もらいました。3人の支社長に相談しましたら「やり

なさい、勉強しなさい」と言われたので、何も分から

ないのにお引き受けいたしました。幹事をどうしよう

かということで、佐藤さん、小平さん、黒臼さんのと

ころにお願いしましたら黒臼さんが快く引き受けて

下さいました。10 人の会長さんの姿を見てきたので

すが、会長なのに何をやって良いのかわからずにいま

したら、柴田会員が「クロちゃんに任せれば良いから」

と言って下さったので、本当に幹事にはたくさんの迷

惑をかけました。イライラさせたり不安にさせたり、

ずっと気にかけていただいていました。コロナがあっ

て集まりが無かったので黒臼さんの家で ZOOM会議な

ども参加しました。その時に質問されるのですが何も

分からず黒臼さんに全部教えてもらっていました。そ

れがマイクに入っていたらしく「あなたは黒臼さんの

家でやっているのがマイクに入っていて分かりまし

た」と地区の方に言われました。会長挨拶もどのよう

なことを言えば良いのか分からなくて、「季節を言っ

て自分の事を言ってロータリーの事を言えば良い」と

事細かく指導をしていただいたのですがそれもまま

ならない挨拶で、皆様にご迷惑をお掛けしてしまい申

し訳ないと思っております。終わってみてちょっとだ

けロータリーが分かりました。地区とか世界とか色々

なものを見るとロータリーとは本当に深いなと思っ

ています。何が大変だったのかと言えば、時間を木曜

日に合わせてやりくりすることが一番大変で、会社の

研修などはほとんど出席できませんでした。ちょっと

置いてけぼりにされたような感じでおりました。黒臼

幹事に「あんたは幸せな人だね」といつも褒められて

いて、いつも本当に皆さんが協力して下さってありが

とうございました。加藤さんはなかなかお返事がもら

えずやきもきし、石川さんは奥様を口説き、中村君は

飛び込みで声をかけ、田村さんには再度のお声掛けを

し、本当は 8人位声をかけたのですが 4人しか入って

いただけなくて、そこはちょっと心残りです。入って

下さった方には本当に感謝しております。ボランティ

アマッチングでは宗像会員の事務所で活動したり、最

初はまとまらず大変でしたが、次第に意見を出し合っ

て素晴らしいものになりました。私は何も分からない

会長だったので皆様が本当に優秀で成功したのかな

と思います。ウクライナの募金活動も幹事が警察に行

ったり、少年野球にお願いしたり、開成高校、RAC、

サイラさんなどにも声かけてお膳立てをしていただ

き、多額の寄付金を集めることができました。 

 そんな思い出が色々ありますが、本当に皆さんに申

し上げたいのは、何も分かっていない会長だったとい

うことで皆さんに本当にご迷惑をかけてしまい申し

訳なかったということ、でもこれが私にとって精一杯

の活動でした。「イエスかハイか喜んで」と私がお願

いしたことを皆さんが機嫌良く気持ち良く引き受け

て下さった事を本当に嬉しく思います。1年間終わり

ますけれどもちょっとだけ大人になってちょっとだ

け勉強させていただきました。まだまだ未熟ですがも

っとロータリーの事を皆さんに教えていただいて

日々精進して頑張って行こうと思います。本当にあり

がとうございました。 



黒臼 秀之幹事 

 私が幹事をやることになっ

た理由というのは、藤井さん

が突然来て「私会長受けてき

ちゃった」と言われびっくり

したのが始まりでした。「誰が

幹事やるの」と聞いた時に南

のクラブのみんなの顔を思い

浮かべたのです。そうするとなぜか自分なのかなと思

ってしまい、引き受けることになりました。結果とし

て藤井さんはよくやったと思います。上から目線で申

し訳ないのですが、本当に右も左も分からない状態か

ら会長職を 1年良くやり遂げたなと思っています。本

当にご苦労様でした。藤井さんにとってもとても良い

経験になったと思います。幹事職は 2回もやる必要は

ないですが 1回は皆さんやってみてください。きっと

良い経験になると思うし、ロータリーとかクラブ運営

とか人をまとめて行かなければならない仕事という

のは、自分の会社だけでは味わえない良い機会だと思

います。地区では 10名以下、20名以下のクラブが 29

あります。やりたいことがたくさんあったとしてもク

ラブ運営をしていく上でどうしても無理が出てきて

しまいます。南は今バランスが取れて非常に良い状態

であり、女性会員も多く活躍している場面もたくさん

ありますので、毎年減った分は補っていく位のクラブ

運営をしていけたら嬉しいなと思いますので、佐藤エ

レクトにも是非頑張っていただいて南クラブを盛り

上げていただけたら嬉しいと思います。皆さん幹事は

一度はやりましょう、よろしくお願いいたします。 

塚田 拓也 SAA  

藤井会長黒臼幹事1年間お

疲れ様でした。お二人の下で

SAA という仕事を仰せつかっ

たのですが、明るい会長と絶

対的安心感のある幹事の下

やらせていただきました。

SAA をやらせていただいて一

つ良かったと思うことは黒

臼幹事と仲良くなれたことです。こんなことをここで

言って良いのか分かりませんが、実際に黒臼幹事は少

し怖いと始めは思っていました。しかし SAAとしてや

らせていただくうちに、色々なことを教えて下さった

り、身の上話をして下さる黒臼幹事と仲良くなれてお

近づきになれたので、来年は幹事としてグループガバ

ナー補佐の黒臼幹事に寄り添って勉強していこうと

思いますので、今後とも皆さんよろしくお願いいたし

ます。 

樺沢 二郎クラブ管理運営部門委員長 

 お二人お疲れ様でした。ク

ラブ管理運営部門委員長を

やってと言われ、イエスかハ

イしか返事はないのだと言

われたので「いや」と答えま

した。できることはプログラ

ム位しかないからいやだと

言いました。何をして良いのか分からない 1年間でし

たが、こういう役をやると休みなしで出席しているの

で、今日でパーフェクトだと思うのですが、それをち

ょっと自慢します。僕が言うのも可笑しいですが、藤

井会長は凄く余裕もできて話し方も上手になって「役

が人を作る」という言葉通りだと今日つくづく思いま

した。本当に素晴らしい、できればもう 1年位やれる

のではないかと思います。本当にありがとうございま

した、ご苦労様でした。 

佐藤 一博会長エレクト 

会長、幹事 1 年間お疲れ様

でした。SAAの塚田君も大変お

疲れ様でした。来年は幹事と

して共に一生懸命やっていき

ましょう、よろしくお願いし

ます。藤井年度はやはりボラ

ンティアマッチングアクトで

始まって最後にウクライナ募

金でドカンと大きな花火を打ち上げることができた

1年だったのかなと思います。コロナの中で制約もあ

って動きにくい時などもあったと思うのですが、臨機

応変に対応していただいて 1 年間ほぼほぼプログラ

ム通りに進んで行ったと思っております。大変お疲れ

様でございました。来年は 45周年でございます。幹

事をやっていないと会長の準備ができないというこ

とを身に染みて思っています。今何をやっていいのか

こんがらがっている状況ですが、皆様の協力をいただ

きながら来年も楽しい 1 年にしたいと思っておりま

す。来年 6月 15日に 45周年の式典をホテルニューオ

ータニで行うことになりました、効率よく楽しい思い

出に残るような記念例会になるように 1 年間かけて

準備させていただきたいと思っております。来年度も

よろしくお願いいたします。 



小平 啓介米山記念奨学委員長 

 藤井さん黒臼さん 1 年間お

疲れ様でした。楽しい 1年でし

た。藤井さんには本当に感謝で、

私をこの南 RCに勧誘してくれ

たのは藤井現会長です。南 RC

に入って勉強になったと思っ

たのは樺沢会長の幹事をした

時に、樺沢さんとあまり接点が

無かったので良く分からないまま引き受けたのです

が、ある時から南 RCの一体感を醸成させる雰囲気作

りがすごい人なんだと思いました。自分の肥やしにし

なければと思いました。地区で米山に行かせていただ

いていますが、宗像さんの楽しそうな姿を見て米山に

行きたいと申し出ました。米山は慢性的に忙しいので

時間的拘束が取られてしまうのですが、奨学生との交

流を含めて若い人様々な国の人のエネルギーを共有

でき、ロータリーは勉強になると感じています。来年

は親睦委員長を仰せつかりましたので米山で培った

ネットワークや幹事、会長を経験したものを生かした

雰囲気作りで親睦活動を図っていきたいと思います。

来年もよろしくお願いいたします。 

山本かなえ青少年奉仕委員長 

 会長、幹事、SAA1 年間お

疲れ様でございました、あり

がとうございました。この1

年間は青少年奉仕委員長と地

区でインターアクト、米山の

カウンセラーをさせていただ

いて、本当にとてもやりがい

のある楽しい1 年間でした。

感謝しています、ありがとうございました。最後に

ずっと延期になっていた親睦旅行も藤井会長と黒臼

幹事に絶対にやろうという強いお言葉をいただい

て、本当に嬉しかったです。来年も頑張ります。お

疲れ様でございました、ありがとうございました。

佐藤  誠会員増強維持部門委員長 

 藤井会長黒臼幹事本当にお

疲れ様でございました。最初

に柴田さんからお電話をいた

だいて「藤井さんに話をした

んだけどなんとなく行けそう

だ」という話でした。藤井さ

んが会長になることは勉強に

なるから良いことだと思いましたが、幹事をどうす

るかという点で問題だと思いました。黒臼さんがや

るなら大丈夫だろうと動き始めました。最初の頃は

弱気になっていた時期もありましたが、皆さんも協

力的だったので良かったと思いました。増強は藤井

さんが頑張って 4人入れてくれたので私は何もしな

いで上手くいったなと思っています。来年度も増強

ですので、今の状態を維持できる位には増強も皆さ

んの協力を得ながらやっていきたいと思います。 

斉藤 博一副会長 

 本当に藤井会長黒臼幹事

お疲れ様でした。本来であ

れば副会長ということでも

っと一生懸命出席してご支

援しなければならなかった

のですが、毎回出席できず

に大変申し訳なかったと思

います。なかなか会長が決

まらないでクラブの中がギスギスしたり大変な思い

をしているところに藤井会長が人肌脱ぐということ

で会長引き受けていただいて黒臼君が幹事をやって

くれるということで動き出しました。会長が終わっ

てこの1年間で美しさに磨きがかかり美しくなられ

たことは本当に素晴らしい 1年を過ごしていたのだ

と思います。黒臼幹事も 2 度目の幹事が終わって洗

練されて、本当にお疲れ様だったなあと思います。

誰に言われても「イエスかハイ」ではなく、この人

に言われたら「イエスかハイ」しかないという間柄

をこのクラブで何人位作っていけるのかというのが

一つのロータリーの楽しい所でもあるし、自分自身

にとってもプラスになる所だと思うので、そんな気

持ちでまだ幹事をやっていない方、会長をやってい

ない方、いずれ回ってくるので是非快く受けていた

だいて楽しく過ごしていただければと思います。 

野本 悦子地域社会奉仕委員長 

 藤井会長黒臼幹事お疲れ様

でした。藤井さんが会長にな

られた時は山崎年度からの流

れで本当に土壇場でした。そ

の思いがすごく感じるので藤

井さんは凄い方だなあと思い

ました。そう感じていた時に

異例の速さで夏頃には会長の話をいただきずっと緊

張しながらの1 年でした。明るく楽しくをモットー



に進めていただいた藤井会長、黒臼幹事に感謝いた

します。これからも南のカラーとして保っていきた

いと感じております。今年度のマッチングアクトは

持続可能な活動ですので、今後も続けていきたいと

思います。 

山本 嘉裕親睦委員 

 会長、幹事どうも1年間あ

りがとうございました。塚田

SAAもありがとうございまし

た。会長が先ほどから「慣れ

なくて、何も分からなくて」

というお話が出ておりますけ

れども、掲げられたスローガ

ンが「明るく 楽しく 元気に奉仕」ということで

承認された時はこんな雰囲気ではなかったと思いま

すが、スローガン通り1 年間引っ張っていただき本

当にありがとうございました。テーマとかスローガ

ンというのは大事だということを改めて思って、そ

の下で活動してきたことは素晴らしいリーダーシッ

プだなあと思っています。仕事の遅れを取り戻して

頑張っていただきたいと思います。 

高橋 満広公共イメージ推進委員長 

 藤井会長黒臼幹事塚田 SAA

本当にお疲れ様でございました。

地区の方にも公共イメージとし

て出向させていただく中で、本

当に大宮南 RC というのは地区

で一番だなと思っておりまして、

今年度も藤井会長の下、マッチ

ングアクトもウクライナ募金でも表れているように、

心からそう思っています。そのクラブの一員としてこ

こで活動させていただいていることに感謝申し上げ

ます。又来年も 1年よろしくお願いします。 

山崎 聡亮親睦委員長 

 親睦委員長としての役割は前

期はほとんどコロナ禍で何の事

業もできない延期の状況できて

おりましたが、今期になってそ

れがどっと押し寄せまして新年

会はじめクリスマス例会、青森

旅行、ボウリング大会と、皆様

のご協力を得まして終わることができました。ありが

とうございました。 

 

石川 重利親睦委員 

 自分は藤井さんが会長だっ

たから皆さんと会えたような

ものだと思うのです。藤井さん

1 年ご苦労様でした。藤井さん

に今日会って「1年間大変だっ

たよ」と言われて、 

早速「明日会社に行くから保険に入ってね」と言った

ので健在だなあ、流石だなあと思いました。 

柴田  覚プログラム委員長 

 藤井会長それから黒臼幹

事本当に1年間お疲れ様でし

た。ありがとうございました。

間際で受けていただき本当

にホッといたしました。樺沢

さんは芸能人を集めるのが

得意なのですが私はそれが

できないので少し硬くなり

まして3つの目標を持ってやりました。一つは会員を

知っていただく、1 つは地区とクラブと RI の動き、

1 つは知り会うことで奉仕活動が盛り上がっていく、

この点で上手くいったのではないかと思います。来年

度は卓話の方を紹介していただきプログラムを充実

していきたいと思います。 

阪  泰彦ロータリー財団委員長 

 藤井会長黒臼幹事1年間ご苦

労様でした。ありがとうござい

ました。土日祭日に仕事のメイ

ンが来てしまいますので事業

への出席が思うようにいかな

いのを察していただいてロー

タリー財団を任せていただけ

たのだと思っております。円安の為来年度は大変だろ

うと思いますが、出来る限りのことはこれからもやっ

ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

橋本 洋子会員増強維持委員長 

 藤井さん黒臼さん1年間あり

がとうございました。とても例

会に来るのが楽しくなるよう

な毎回楽しみにしておりまし

た。次年度はクラブ内でも財団

委員長で地区でも財団になり

ましたので、今年やった分が 3



年後に通りますので佐藤年度でも必ずきちんとやっ

て 3 年後の地区補助金の予算は満額取れるようにし

たいと思います。 

加藤 秋哉親睦委員 

 藤井会長、黒臼さん、塚田さ

ん本当に 1 年間お疲れ様でした。

7 月に入会させていただいて 1

年間の印象としては良い仲間に

巡り合って非常に楽しい 1 年間

だったなと感じています。又来

年も一生懸命出席しますのでよ

ろしくお願いいたします。 

奥隅江里子出席委員長 

 会長、幹事、それからSAAの

塚田さん、そして各委員長の皆

様本当にお疲れ様でございま

した。残念ながらコロナという

こともあって会場に出席する

ことがなかなかできなくて

ZOOM での出席が多かったの

ですが、これは私にとってありがたいことでございま

した。今後コロナが収まっても高橋さんにはお手数お

かけすることになってしまいますが、ZOOM という

形は残していただければと私個人では思っておりま

す。来年も皆さんと楽しくやっていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

金杉 和秋ロータリー財団副委員長 

 藤井さん黒臼さんお疲れ様

でした。私は正直言ってこの会

に来るのは 1月の新年会、その

後 6 月に入ってようやく 2，3

回来させていただきました。自

分自身の体調もありましたの

でそれを考えながらやって参

りました。今後も楽しみを持って参加したいと思いま

すので佐藤会長エレクトよろしくお願いいたします。 

山口  淳親睦委員 

 皆さんお疲れ様です。入会し

て日が浅いのですが、この会の

雰囲気だとか藤井会長黒臼幹

事他委員長のご尽力でしっか

り活動されているなと思って

おります。今後は覚えていただ

けるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

催 羅博泰さん 

 学校の調整が上手くいかな

くて直接会えなくて申し訳ご

ざいません。藤井会長黒臼幹

事 1 年間お疲れ様でした。ど

うしても感謝の気持ちを伝え

たくて ZOOM で参加しまし

た。会長幹事のおかげで大変素晴らしい 1年を送れま

した。コロナがあるとしても旅行やウクライナ募金活

動などの素敵な思い出を作りました。南の奨学生とし

て幸せといつも思っております。本当にありがとうご

ざいました。 

・本日をもちまして会長を離任無事にできました。こ

れも皆様方のご協力のおかげでございます。本当にあ

りがとうございました（藤井）・南クラブの皆様、1年

間ご協力ありがとうございました。又藤井会長ご苦労

様でした。次年度佐藤会長塚田幹事どうぞ宜しくお願

い致します（黒臼）・藤井会長黒臼幹事一年間お疲れ

様でした。今後のご活躍期待しております（大沢様）・

藤井会長、黒臼幹事大変お疲れ様でした！来年は宜し

くお願い致します（佐藤一）・藤井会長黒臼幹事一年

間おつかれ様でした（塚田）・会長・幹事1年間お疲

れ様でした（宗像）・藤井会長・黒臼幹事おつかれ様

（佐藤誠）・藤井会長・黒臼幹事1年間ご苦労様でし

た。佐藤一博次年度会長よろしく‼（柴田）・藤井会

長・黒臼幹事1年間ありがとうございました（阪）・

藤井会長一年間ありがとうございました（小平）・会

長・幹事・SAA本当におつかれさまでした（山本か）・

藤井会長おつかれ様でした。佐藤次期会長精一杯微力

ながら応援致します（橋本）・一年間おつかれ様。藤

井さん明るく楽しいクラブ運営はとても共感出来ま

した（山崎）・会長職おつかれ様でした（金杉）・会長、

幹事、役員の皆様 1 年間本当にありがとうございま

した（山本嘉）・藤井会長お疲れ様でした（奥隅）・（樺

沢、高橋満、石川、加藤） 

 

 

 

 

 
本日の司会者            塚田 拓也SAA                                            

本日の撮影者    高橋 満広公共イメージ推進委員長 

                  

ニコニコBOX               ￥20,000                                            

 

                  
会員数38名  出席者数29名  出席率80.56％ 

欠席した免除適用を受けた会員数 2名 

 


