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第２３１6 回 

令和 4 年 5 月 26 日 

故藤林会員追悼例会 

 
 

斉 唱 「四つのテスト」 

【ゲスト・ビジター】 

藤林 直美様 柿野谷 薫様  

合谷令夫人 今井令夫人 加藤令夫人 牧井令夫人 

ガ バ ナ ー 小倉  正様 

パストガバナー 上野  孝様 金杉  誠様 

川野 正久様 露木 雄二様 

      大野 清一様 湯川 孝則様 

      轟  淳次様 吉田 隆男様 

ガバナーエレクト 志村 雄治様 

ガバナーノミニー 樋口  明様 

ガバナー補佐 桑原  薫様 

横浜東ＲＣ 長戸はるみ様 

桝崎 一之様 

川崎マリーンＲＣ 鈴木慎二郎様 

神奈川ＲＣ 山室 宗作様 

川崎麻生ＲＣ 鈴木 憲治様 

横浜南ＲＣ 川﨑 智晴様 

横浜東ＲＡＣ 鈴木 宗太様 

 

 会 長 報 告  

 

本日は昨年 11月 17日に享年 71歳でご逝去さ

れました故藤林豊明会員の追悼例会にお越しく

ださいまして、誠にありがとうございます。 

クラブを代表致しまして小倉ガバナーはじめ、

パストガバナーの皆様並びにゲスト・ビジター

の皆様の御出席に心より御礼申し上げます。こ

んなにも多くの皆様にお集まりいただき、改め

て誰からも愛された藤林会員の人柄が偲ばれま

す。藤林会員は昭和 54 年 5 月に入会以降 42 年

間に渡りロータリークラブの発展に貢献されて

きました。私が入会してから 11年が経ちますが

最初の頃は近寄りがたい存在でした。 

しかし、例会や奉仕活動を通じて時にはＲＣに

ついて多くのことをご教授頂き、時には厳しい

ご指摘を頂き、時には褒めて頂き、私にとって

ＲＣの先生のような存在でした。 

あの豪快な笑顔が忘れられません。 

昨年 11 月 11 日に退院された際には「ようやく

今日退院となりました。これから体調を整えて

皆様とお会いできることを楽しみにしています」

とご連絡頂き、もうすぐお会いできると思って

いただけに残念で仕方ありません。 

本日は藤林会員を知る方ばかりのお集まりです。 

限られた時間内ではありますが、生前の藤林会

員を偲び、功績を讃え、多くを語り合う会にし

ていきましょう。本日は宜しくお願い致します。 

 

 委員会報告  

【上原良廣会員】 

・ランドセルギフト 97個 5/26発送 
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 ニコニコＢＯＸ  

 

小倉 正様 故藤林パストガバナーのお別れ例

会にまいりました。 

上野 孝様 藤林さんのお元気であったお姿を

偲んで 

川野正久様 本日は藤林さんのお別れの会にお

招きいただき光栄でございます。 

露木雄二様 ガバナーノミニーの研修を担当し

た時に藤林パストガバナーより多

くのアドバイスをいただきました。

貴重な存在のパストガバナーでし

た。ありがとうございました。 

大野清一様 いつも夫婦でロータリーの奉仕活

動に参加されていたことを思い出

します。米山奨学生の為に大きな

貢献をされていたことをいつまで

も感謝しております。 

湯川孝則様 はやいご逝去、残念です。実に残

念です。 

轟 淳次様 いつでも素晴らしいお心遣いをあ

りがとうございました。藤林ＰＧ

には数多くの教えを頂戴いたしま

した。感謝と共に哀悼を捧げます。 

吉田隆男様 いつも心優しく声をかけていただ

きました。感謝申し上げます。心

よりご冥福をお祈り申し上げます。 

志村雄治様 藤林様のガバナー時代に第 1グル

ープガバナー補佐をさせていただ

きました。ロータリーについて

色々教えていただきました。７月

からガバナーをさせていただきま

すが、これからまたご指導を頂き

たいと思っておりました。 

樋口 明様 謹んでお悔やみ申し上げます。ガ

バナー時代はもちろん恰好良かっ

たですが、その後のＳＡＡとして

の仕切りや卓話など、ホームクラ

ブでの献身的なお姿が目に焼き付

いております。お世話になりまし

た。ありがとうございました。 

桑原 薫様 色々とお世話になり、誠にありが

とうございました。ご冥福をお祈

り申し上げます。 

長戸はるみ様藤林ＰＧのご冥福をお祈り申し上

げます。 

桝崎一之様 ロータリーに入会してまだ日も浅

い頃、私どものクラブの田中淳一

さんから鶴見駅の近くの店で藤林

豊明さん、松崎和晃さんの紹介を

頂きました。その時の事を今もよ

く覚えております。以来約二十年、

故藤林ＰＧより様々なご指導を賜

りました。心よりご冥福をお祈り

申し上げます。 

鈴木憲治様 永い間、大変お世話になりました。

沖縄のハーバービューホテルで初

めての出会いでした。 

川﨑智晴様 藤林パストガバナー追悼例会に参

加させていただき感謝申し上げま

す。藤林パストガバナーには感謝

しかありません。 

鈴木慎二郎様藤林ＰＧには微に入り細にうがっ

て多くの教えをいただきました。

大事になさっていたシカゴロータ

リークラブのバッジを見せていた

だいた時の子供のような笑顔が忘

れられません。心よりご冥福をお

祈り申し上げます。 

山室宗作様 「背丈」も「ロータリーへの思い」

も強く大きい藤林豊明ＰＧは輝い

ていました。全てに対し丁寧な対

応を惜しまれませんでした。長く

お付き合いさせて頂きました事、

深く感謝申し上げます。セレブレ

イト・ロータリー！ 
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（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 生前の藤林豊明会員を偲び、功績

を讃え多くを語り合う会にしてい

きましょう。本日は宜しくお願い

致します。 

簡  伸治 本日は藤林さん追悼例会にお越し

いただき誠にありがとうございま

す。私は父と一緒に楽しそうにロ

ータリー活動をされていた姿が浮

かんできます。天国で父とロータ

リー談議に花を咲かせているので

しょうか。 

柿野谷 薫 藤林さんご冥福をお祈り申し上げ

ます。 

上村 政二 藤林さんのご冥福をお祈り申し上

げます。簡さん先日は大変お世話

になりました。 

天野 直樹 小倉ガバナー、上野ＰＧ、金杉Ｐ

Ｇをはじめ多くのＰＧや地区役員、

親クラブの方々にお越しいただき

改めて藤林さんの存在の大きさに

痛感しています。ご冥福をお祈り

申し上げます。 

今井新一郎 故藤林会員には誠にお世話になり

ました。追悼例会宜しくお願い致

します。 

渡辺 直昭 来賓の皆様、本日は誠にありがと

うございます。藤林会員の思い出

が多すぎます。 

赤塚 一志 藤林会員の偲ぶ会に参加させてい

ただき振り返ってみますと、藤林

さんは生きてこられた３倍も５倍

も社会に貢献されていた方でした。

ご冥福をお祈り申し上げます。 

佐久間 務 生前、藤林さんには色々とご指導

をいただきました。ご冥福をお祈

り申し上げます。合掌 

加藤  進 藤林さんと生前親交の深かった

方々本日はありがとうございます。 

宮田 豊和 藤林さん、大変お世話になりまし

た。2019年に行ったハワイがとて

も懐かしく今となっては大切な思

い出です。ありがとうございまし

た。 

上原 良廣 本日、各ＰＧはじめ沢山の地区ロ

ータリアンの皆様有難うございま

す。本日ランドセル 97個届ける予

定です。 

牧井 秀賢 本日は 10年～20年前の地区の会み

たいですね。本日は当クラブ故藤

林さんの思い出を話しましょう。 

堀野 弘樹 藤林さん、大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。ご

冥福をお祈り申し上げます。又、

お別れの言葉を述べられる方々、

お疲れ様です。謹んで藤林さんと

の思い出拝聴させていただきます。 

田邉 勝久 当クラブにとって大事な方を失っ

てしまいました。いまだに信じら

れません。 

清水 勝幸 インターアクトの学生、教員を代

表して感謝と御礼を申し上げます。

藤林さんに奉仕の心を教えていた

だきました。ありがとうございま

した。 

石渡 宏衛 本日は多くの皆様にご出席いただ

きありがとうございます。藤林Ｐ

Ｇの思い出をお聞かせください。 

 

以下同内容の為、御名前のみ（敬称略） 

仲亀晃央 松田啓 合谷保爾 舟木七郎 
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 感謝状授与  

 

 

小倉ガバナーより藤林令夫人へ 

 

 故藤林会員の思い出  

 

 

上村政二会員 上野孝様  金杉誠様 

川野正久様 露木雄二様 大野清一様 

湯川孝則様 轟淳次様  吉田隆男様 

志村雄二様 樋口明様 

 

 

 

 

 

 

 追悼メッセージ  

 

公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

理事長 若林紀男 

いつも颯爽と行動されていた生前の藤林さまを

思い浮かべながら、あまりに突然の訃報に接し

て、まだ気持ちがついていきません。 

まだまだお若くこれからの活躍も期待されてい

る藤林様にお別れの言葉を述べることは、とて

も辛い気持ちです。 

藤林さまはロータリーの申し子のような方で、

国際ロータリーだけでなく、国内におけるロー

タリーの最大の奨学金事業である当ロータリー

米山記念奨学会においても、大変心を砕いてご

尽力をいただきました。 

米山奨学会の米山評議員、寄付金増進タスクフ

ォース財務委員会委員、公益認定 タスクグルー

プ、選考委員会委員として米山奨学会の様々な

役割を通して、たくさんお力添えを頂いていま

した。米山への造詣も深く、多彩にご活躍いた

だきましたことに改めて感謝申し上げます。 

特別寄付金におきましても個人寄付ではメジャ

ードナー法人寄付では特別功労法人となられ、

奨学生支援に多大なご尽力を賜りました。ご逝

去後には直美夫人より多額の法人寄付をいただ

きまして、奨学会を代表して心より御礼申し上

げます。また、東京米山友愛ＲＣチャーターナ

イトに出席いただいたり、日本からも大勢のロ

ータリアンが参加した中国米山学友会第 2回総

会(上海)にはご夫妻で参加いただいたり、GETS

研修チーム・リーダーとして、米山学友がスピ

ーチする時間を作ってくださったり、寄付のご

支援だけでなく、米山奨学事業へ並々ならぬご

関心をいただいて、学友との関わりをとても大

切にされていました。 

ロータリー研究会や様々の会合で、いつも素敵

なご夫人と仲睦まじく参加されておられた藤林
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さまの笑顔とお姿は、とても印象深く忘れられ

ません。 

数々の生前のご奉仕に御礼を申し上げます。ど

うぞ、これからのロータリーやロータリーが育

てた若い世代が、世界の平和に向けて力強い奉

仕活動を続けて紛争 のない世界の人たちが安

心して暮らせる平和な社会が訪れますように見

守っていてください。 

 

国際ロータリー ロータリー財団 

フィランソロピー部門最高責任者 

エリック・シュメリング 

藤林直美様。この度は、藤林豊明様のご訃報に

接し、心よりお悔やみ申し上げます。奉仕にお

ける豊明様のリーダーシップは、いかにロータ

リーの使命に思いを寄せておられたかを物語る

ものです。その長年にわたる奉仕と慈善活動か

ら恩恵を受けたロータリーは幸運です。 

藤林様ご夫妻には、非常に大きな支援者として

ロータリー財団にご貢献いただいてきました。 

「藤林豊明ロータリー平和センター基金」

(Toyoaki Fujibayashi Endowed Fund for the 

Rotary Peace Centers)を通じて、世界中の平和

構築者がインパクトを高めるために必要とする

知識、スキル、リソースが提供されています。

また、「藤林豊明・直美基金」(Toyoaki and Naomi 

Fujibayashi Endowed Fund)を通じて、第 2590

地区および世界各地での変化をもたらす活動 

が実現されています。このように、藤林様ご夫

妻の寛大なご支援によって、素晴らしいレガシ

ーが築かれてきました。 

ご家族の皆さまのつらさを思うと慰めの言葉も

ございませんが、豊明様が果たされた素晴らし

いご奉仕を想いつつ、心からご冥福をお祈り申

し上げます。 

 

斎藤二郎様 長い事お付き合い頂きありがとう

ございました。誠に残念です。心

よりご冥福をお祈り申し上げます。 

清水良夫様 藤林ＰＧは清水が横浜ＲＣ会長の

時、2590地区ガバナーとして大変

お世話になり、ご指導いただきま

したこと感謝しております。米山

奨学会への深い愛情を心に沁みて

います。有難うございました。 

市川緋佐麿様ご生前に賜りましたご指導に厚く

御礼申し上げご冥福をお祈り申し

上げます。 

高良 明様 藤林さん生前大変ご指導を賜り心

より御礼申し上げます。突然の訃

報に接し、残念でたまりません。

心よりご冥福をお祈り申し上げま

す。 

亀ヶ谷純子様ガバナーエレクトの主人に同行し

て参加したソルトレイクシティ国

際大会だったでしょうか。広い会

場内でひときわ目立つ藤林ＰＧご

夫妻のＳＡＡ姿がありました。ご

夫婦仲が良く、世界からの参加者

のお世話をされていて、格好の良

いＳＡＡ姿が忘れられません。藤

林ＰＧはいつも優しく気軽にお声

かけいただき長い間大変お世話に

なりました。心より深く感謝申し

上げます。改めて心よりご冥福を

お祈り申し上げます。 

二瓶則子様 

港北ＲＣ一同 世界的にご活躍の藤林豊明パスト

ガバナーから私達は直接ご指導い

ただく貴重な機会に恵まれること

ができました。多くの大切なことを

学ばせていただきました。改めて、

藤林豊明パストガバナーのご冥福

を心よりお祈り申し上げます。 
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 お別れの言葉  

 

横浜東ロータリークラブ 

長戸 はるみ様 

桝崎 一之 様 

 

柿野谷 薫名誉会員 

  ご 挨 拶   

 

藤林 直美 様 

 フォトギャラリー  

 

 

 

 例 会 予 定  

 

６月 ９日（木）新横浜グレイスホテル 

        「離任挨拶」 

６月１６日（木）横浜ベイコート倶楽部 

～夜間例会～ 

６月２３日（木）新横浜グレイスホテル 

        「離任挨拶」 

６月３０日（木）新横浜グレイスホテル 

        「離任挨拶」 

 

 


