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♦会長挨拶          青木会長 

ロータリークラブに入会

して 40 年経ちますが、2

ヶ月も例会に参加しなか

ったことは初めてです。

新井幹事にお願いしてズ

ームの例会モドキを 3 回

ほど行いましたが、やは

り実際にお会いして話を

することが一番だと感じ

ました。 

さて、ほとんどの方は私

が昆虫を集めていること 

 

 

はご存じだと思いますが、昆虫の分類に双眼実

体顕微鏡を使っています。この顕微鏡にはカメ

ラがついていてこの画像をパソコンに取り込

んでデーターベースにリンクして使っていま

した。ところがこのカメラが故障をして買い替

えようとしたところ、現在は生産終了で修理も

不可能だと言われました。 

仕方が無いのでネットで検索していたらキー

エンスという会社が顕微鏡カメラを作ってい 

る事がわかり、カタログを注文しました。 

するとメールが来て藤沢を回っている担当社

員が説明に来ると言うので会ってみることに

しました。やがて大きな荷物を持ってやってき

た若い男の人は、大きなディスプレイと顕微鏡

をセットして私が用意した標本を映し出して

くれました。 

余りの鮮明さに感動して値段を聞くと、なんと

500 万との事でした。 

どうやら養老孟子さんが買ってくれた品だそ

うです。 

自分が生きているうちに買いたいと今でも思

っている私です。 

数日前、コロナの蔓延で業績が悪化している企

業が多い中、株価が高騰している企業があると

話題になっていました。その企業がキーエンス

だったのです。 

 

 

 

例会日■2020 年 ６月 ８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 

藤沢南ロータリークラブ 

 

  
           

プログラム 

開会点鐘 ········· 青木会長 

四つのテスト         新井会員 

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 ········· 青木会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：森井創立 40 周年実行委員長 

テーマ： 40 周年クラブフォーラム⑤ 

閉会点鐘 ········· 青木会長 

http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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♦来賓ビジター 

アクマド君（米山奨学生） 

 

 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）    （配偶者誕生日祝） 

新井     5 日  青木      6 日 

（結婚記念日祝）   栗原     13 日 

安田     6 日    山根     15 日 

松長     14 日  陣内     25 日 

 

◆本日のプログラム 

卓話：森井創立 40 周年実行委員長 

テーマ： 40 周年クラブフォーラム⑤ 

3 月 16 日以来の車屋さんでの通常例会でした。 

オンライン例会を 3 回程行っていたので、皆さ

んの近況は知る事が出来ていましたが、実際に

顔を見ると積もる話も有り懐かしくも有りま

した。 

米山奨学生のアー君は内定を 1社貰えたと言う

事ですが、まだまだ挑戦するそうです。 

そして、例会は本年度計画していた 40 周年事

業の事です。 

先日行われた 40 周年実行委員会で、対外事業

は全て中止にする事になったと森井実行委員

長から報告が有りました。 

色々と準備を進めていたので残念ですが、こう

いう事も含めて記念誌に残すことになりまし

た。 

コロナ禍の 2020 年は後世に語り継ぐ出来事で

すものね。 

 

 

 

 

 

2020・6・8 

40周年クラブフォーラム⑤ 

新型コロナ感染症で 40周年事業の見直しする 

 2020年 5月 25日銀座アスタ－40周年実行委員

会開催 

 コロナ現象でクラブ会員を守るための検討 

記念事業 

① 記念式典・懇親会    

日時：2020年 10月 24日（土） 

場所：車や  来賓なしで会員のみ参加   

会員に記念品 

② カンボジアに救急車寄贈 

40周年事業でなく社会奉仕活動とする 

③ 感謝の件 相原利夫・青木小四郎・栗原義夫・

関根滋廣・山根博正会員（チャ－タ－メンバ－） 

末広恵子事務局（在籍 13年）   

④ 長崎西ロ－タリ－クラブ対策 

会員はコロナ現象で未招待 

⑤ 積立特別会計を一般会計に編入 

2019～2020年度 収支予算書 

周年積立特別会計  

 1.創立 35周年積立残高  2,626,865 

 2.本会計より振替        500,000   

  計 3,126,865   

 40周年支出予算        1,700,000   

                                         

差額     1,426,865   

    ￥1,400,000円を一般会計へ編入する 

企画・運営委員会 

    記念式典内容 

    招待者に未招待の案内状 

式典進行と食事内容 等 

設営委員会 

   式典会場設営  席次内容 等 

接待委員会 

   感謝の件  感謝状・記念品 等 

記録・記念誌委員会 

 記録誌内容検討 

 写真担当 

（各委員会と連携お願いします） 
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♦定例理事会⑫ 

2019～2020 年度 藤沢南 RC 第 12 回  

定例理事・役員会 議事録 

開催日時：2020 年 6 月８日 

場所：隠れ里車屋 

出席者：青木会長・湯浅・森井・阿部・沼野井・

永松・入澤・倉田・芝・高岡・新井（記） 

議題 

１．最終例会予算について 

親睦予算残金 50 万円＋例会費 10 万円＝

60 万円 

→現在参加者約 30 名（芝） 

→お酒こみでだいたいいくら位で、とお願

いすいれば車屋さんでお食事はアレン

ジしていただける（青木） 

→スマイル 1,000 円含みで 30,000 円、会

員からはそのうち 10,000 円を徴収では

どうか？（入澤）→全員一致 

→送迎のバスも含めて車屋さんとの打ち

合わせを芝親睦委員長にお願いしたい

（新井） 

２．前田会員について  

→体調不良により退会の希望も出ているが、

大切な仲間なので会費等も特別措置にし

て何とか残っていただく方法はないか 

（湯浅） 

→長い特別休会措置を設けて年間会費を地

区への納入金くらいにおさえてはどうか

（ 永

松） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→他の会員との不公平であってはいけない 

ので診断書のようなものを提出していた

だく手もあるのでは？（新井） 

→通常 1 年間 24 万円の会費を特別休会とし

て三分の一の 8 万円としてはどうか？ 

（青木） 

→1 年ごとに見直していけばよいのではない

か（森井） 

→全員一致 

３．羽原会員について  

→次年度も休会の希望があるようだ（新井） 

→書面で休会願いを提出して期限を明記し

ていただくようにしていく（湯浅） 

→全員一致 

４． その他 

①車屋さんより 玄関に出すロータリーの

看板は時節柄やめても良いか？→了承 

②5 月の会費の免除願は現在 7 名。最終決定

までもう少し待つ→了承 

③次年度の誕生日祝いはお花の他に御食事

券なども検討の予定 
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♦他クラブ例会休会及び変更 

藤沢 RC 6/3,10 休会 

     6/17(水)通常例会、6/24(水)最終例会 

藤沢西 RC 6/4,11 休会、13,24 例会開催 

綾瀬 RC 6/2 取止め、 

  6/9,16,23,30(火)30 分のみ開催(食事なし) 

寒川 RC 6/1,8,15,22((月)18:30 点鐘 

     6/29((月))18:00 点鐘 

茅ヶ崎 RC 6/4(木)休会 

      6/11,18,25(木)通常例会 

 

 

 

♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

♦次週予定 

6 月 15 日(月) 卓話：湯浅博文会長エレクト 

          髙岡輝征幹事エレクト 

          竹内陽子会員認証式 

    渡邊昭ガバナー補佐様(藤沢北 RC) 

    石川麻央 AG 補佐様(藤沢北 RC) 

    市川洋 AG エレクト様(ふじさわ湘南) 

                  車屋 

     

 

 

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 

３９名 ３６名 ３名 ２２名(免２名含) ５７・８９％ コロナ禍で中止 

本日欠席者：川島君、木本君、後藤君、陣内君、関根君、瀬戸君、外丸君、羽原さん、前田さん、 

松尾君、松長さん、村井さん、森君、安田君、山田君、吉田君、        

スマイル BOX 

青木会長 

久しぶりに例会出席でき、皆さんにお会いできて

とてもうれしいです。 

新井幹事 

アー君、ようこそ。 

皆様のお顔に会えるってやっぱりいいですね。 

最後の 1 ヶ月となりましたが、楽しくしめくくり

たいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

相原君 

新型コロナウイルス感染防止にみなさん努力し

ましょう。 

阿部君 

久しぶりの例会、楽しみに来ました。 

やはり、月曜のお昼は車屋さんで食べたいです。 

 

芝君 

お世話になります。 

皆様、ごぶさたしております。 

宜しくお願いします。 

中川君 

お世話になります。 

今年 50 才になりました。 

運気の良い年と言われているので南ロータリー

をがんばります。 

永松君 

山根君 

皆様ごぶさたしました。元気でいきましょう。 

スマイル BOX 本日￥8,000.- 累計\1,062,020.- 

-- 


