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♦会長挨拶          青木会長 

 

 

 

コロナと人種差別 

現在、大きな話題となっている二つの事柄につ

いてお話ししたいと思います。 

一見、何の関係もないように見えますが、見方

を変えると共通点が見えてきます。 

ある会員から「コロナのような病気が蔓延した

場合、人類は滅びることがありますか？」 

と聞かれたことを思い出しました。 

地球上に生物が誕生してから 40 億年以上の間

に現在地球にいる生物は色々な困難を乗り越

えて生き残って来た精鋭です。ウイルスごとき

に簡単に絶滅させられることは無いはずです。

人間も今までペストやコレラなどの多くの病

気に打ち勝って生き残ってきました。 

病気に対して必要な多様性は遺伝子を交換す

る生殖によって多くの生物は逃れてきました。 

人類の起源はアフリカだと言われています。そ

こから大陸を伝って全世界に広がって行った

わけです。黒人も白人も黄色人種ももとは一つ

のホモサピエンスという種です。 

どの組み合わせでも子供は残せます。アフリカ

に鎌形赤血球を持つ人々がマラリアに強いよ

うにコロナにも強い集団がいるかもしれませ

ん。 

自分たちがすぐれているかどうかなど肌の色

ではわからないのです。 

♦来賓ビジター 

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（ふじさわ湘南 RC） 

例会日■2020年 ６月 15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 

 我等の生業 

 藤沢南 RCの歌 

ソングリーダー ······ 川島会員 

会長挨拶 ········· 青木会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：湯浅エレクト、髙岡幹事エレクト 

テーマ：次年度活動方針ほか  

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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   渡邊ガバナー補佐様 

 

   市川ガバナー補佐エレクト様 

 

   竹内会員の認証式（3/9 入会） 

 

 

♦本日のプログラム 

卓話：湯浅エレクト、髙岡幹事エレクト 

テーマ：次年度活動方針ほか  

 

 

6 月 15 日、緊急事態宣言解除後 2 回目となり

例会が車屋さんにて行われました。 

本日の来賓ビジターは 

第 3 地区ガバナー補佐、藤沢北 RC の渡辺様, 

次年度ガバナー補佐、ふじさわ湘南の市川様, 

藤沢北 RC の石川様、の 3 名の方が来てくだ

さいました。 

本日は来賓の方も含めかなり多くの方が例会

に参加しとても賑やかな例会でした。 

そして新会員となられた竹内会員の授与式が

やっと行うことができました。竹内会員今後

ともよろしくお願いいたします。 

 

 

会長挨拶では、新型コロナウィルスと人類の

生存に関してのお話、そして現在アメリカで

問題となっている人種差別に関して、人間は 1

種類であり分けること自体おかしい事であ

り、結局同じであるとういことをとても分か

りやすくお話してくださいました。 

卓話は次年度会長の湯浅会員。次年度の３つ

の柱を話してくださいました 

①コロナと上手に付き合い新しいロータリー

クラブの仕組みをみんなで考えましょう。 

当面例会は月 2 回。7 月は 6 日と 20 日、 

8 月は 3 日と 17 日いずれも車屋さんで実施 
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②40 周年の記念行事は全面的な見直しを行

う。10 月 24 日（土）に会員のメンバーの

みで行う。 

③藤沢南 RC をもう一度作り直す 

退会する人なく運営づくりをしていきたい。 

 

新型コロナウィルスがいまだ収束が見られな

い中、みんなでいろいろな知恵を振り絞り、

この難局を乗り切っていきましょう。 

 

今年度の活動方針について 

2020 年～2021 年度会長 湯浅博文 

 

 藤沢南ロータリークラブは本年度で４０周

年を迎えます。この節目の年に２度目の会長を

務めさせていただきます。初めての会長の時は

会員数が少なく資金面で苦労をしました。そし

て今回はコロナショックの年になってしまい

ました。1929 年の世界恐慌以上の経済的損失

が見込まれる歴史的な一年を過ごすことにな

りそうです。人類が今まで経験したことのない

社会変化を伴う大変な時代が始まるようです

が、会運営に一生懸命に努めます。 

 地区からのリモートによる会長研修が 1回だ

けありましたが、その他は準備期間がほとんど

なく 6 月を迎えます。 

会員の皆様に今年度の活動方針をお伝えする

機会もなく、新年度をスタートさせることにな

りますが、本年度の活動方針を次のように決定

しました。 

（１）コロナと上手に付き合い、新しいロータ

リークラブの仕組みを作る年にしまし

ょう。 

高齢の会員や持病を持つ会員もおり、3

密を避ける例会を実施して、旧来の例会

を見直したいと思います。SAA 委員会の

活動に期待をしています。 

また、地区大会・IM・3 クラブ合同例会

などの従来の活動も見直す機会にした

いと思います。 

 

（２）40 周年記念行事については全面的な見直 

しを行いましょう。 

 

   会場を借りての大掛かりな式典は中止

する予定して、記念行事の在り方を大幅

に見直したいと思います。40 周年を迎え

た藤沢南ロータリークラブの記念誌は

作成し、会員の皆様だけで祝賀会を開催

したいと思っています。予算を大幅に減

らし、残金を本会計に移し、会員のため

のコロナ救済関係予算を計上したいと

思います。 

   40 周年実行委員会の方針に従って、

2020 年 10 月 24 日（土）に記念祝賀会

を実施したいと思います。 

 

（３）会員間の交流を増やし、互いに助け合う

新しいロータリークラブの仕組みを作

りましょう。 

 

会員のプロフィールを全員が共有する

ために、今一度全員に卓話していただき

たいと思います。それぞれの会員の思い

をあらためて知ることで、会員間の意思

疎通を図りたいと思います。特に、ベテ

ラン会員と入会 10 年未満の会員間のコ

ミュニケーションを活発にしたいと思

っています。 

親睦委員会には例年以上に活動をして

いただき、コミュニケーションづくりの

企画を練って頂きたいと思います。 

コロナショックで会員自らの仕事も大

変になると思いますが、月曜日に例会に

出席され一週間のスタートを気持ちよ

くできるような例会運営を行いたいと

思います。 

コロナショック対策の予算を組み、会員

間の助け合いを積極的に応援したいと

思います。以上 3 点を目標に一年間頑張

ります。 

皆様、どうぞよろしくお願い致します。 
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【１】  国際ロータリー の方針 

「ロータリーは機会の扉を開く」です。 

ロータリー活動を通して自分の可能性の扉を

開き、その可能性を実現させましょう。 

そして、仲間が集い、同じ目標に向けて協力し

進むことで、一人ではできなかったことを可能

にします。このロータリーの輪を広げることも

大切です。今年は日本にロータリークラブが誕

生して１００年目です。次の１００年に向けて

新しい扉を開けましょう。 

♦R 第 3G、9RC が市民病院に医療用マスク

と手袋を贈りました。 

6 月 12 日、第 3 グループ全クラブ一同から藤

沢市へマスクと手袋の贈呈式がありました。 

青木会長が参列されています。皆様の会費か

らお一人 3000 円ご負担いただきました。あり

がとうございました！ 

♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    後藤会員、米山功労賞受賞 

   

 

♦ 次週予定 

6 月 22 日（月）各委員会委員長クラブ活動報告 

       青木会長、新井幹事、 

                  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 ２７名(免１名含) ７２・９７％ コロナ禍で中止 

本日欠席者：大和田君、木本君、瀬戸君、羽原さん、前田さん、松尾君、松長さん、森君、山田君、

吉田君、       メイク：永松君 

スマイル BOX 

渡邊昭 AG 様、石川麻央 AG 補佐様（藤沢北 RC） 

本日は、退任のご挨拶に参りました。 

一年間ありがとうございました。 

市川洋 AG 様（ふじさわ湘南 RC） 

これから宜しく御願い致します。 

青木会長 

渡邊 AG 及び石川様、市川 AG エレクト、ようこ

そ。渡邊 AG、石川 AG 補佐、一年間お世話にな

りました。 

新井幹事 

湯浅エレクト、卓話よろしくお願い致します。 

渡邊 AG、石川 AG 補佐、市川 AG エレクト。 

本日はお忙しい中ありがとうございました。 

1 年間第 3 グループのためにお疲れ様でした。 

阿部君、小倉さん 

渡邊ガバナー補佐様、市川次年度ガバナー補佐

様、石川麻央様、ようこそいらっしゃいました。 

湯浅先生、次年度会長宜しくお願いします。 

竹内様、ご入会おめでとうございます。 

お父上には第 3 グループでお世話になっていま

す。 

長谷川君 

渡邊昭様、石川麻央様、市川洋様、本日は宜しく

お願い致します。 

安田君 

結婚記念日祝、ありがとうございます。 

スマイルBOX 本日￥11,000.- 累計\1,073,020.- 

-- 


