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♦会長挨拶          青木会長 

最近はコロナウイルスの話題でいっぱいです。

いろいろなイベントが中止となり、学校では卒

業式も親一人しか参加できず、卒業証書授与式

も代表のみとなって簡素に終えるようです。小

学校では女子の袴姿がとても多いと言う話を

聞いていたので来賓で行ったら見てみたかっ

たのですが、来賓も参加なしとなりました。巷

ではマスクがなくなり、トイレットペーパー、

カップ麺、水でさえ買い占められて無くなって

いると聞いています。 

ネットでは悪質なチェーンメールが出回って 

偽の情報が流れているようです。 

ロータリーの四つのテストの一つに「真実かど

うか」というのがありますが、すぐに信じない

で「真実かどうか」を冷静に考える必要がある

と思いました。 

多くのロータリーの行事も中止や延期になり

今後の成り行きが心配です。 

ロータリーの例会でさえクラブによっては中

止の連絡が来ています。 

南クラブは本日例会後の理事会で今後の方針

を決める予定ですので、今後のメールの確認を

お願いしたいと思います。 

本日はアクマド君も学校の行事が中止になっ

たため参加が可能になりました。 

♦来賓ビジター 

アクマド君（米山奨学生・インドネシア） 

 

♦お祝い発表 

(会員誕生祝)        (配偶者誕生祝) 

入澤      5 日    沼野井    11 日 

松尾     5 日    川島    11 日 

             松尾    13 日 

(結婚記念祝)       後藤    18 日 

湯浅     1 日    芝     22 日 

吉田    30 日       羽原    24 日 

             阿部    29 日 

例会日■2019 年 3 月 2 日(月) 会場■隠れ里 車屋 開会点鐘■12：30 

■http://wwwfujisawaminami-rc.com/ 

■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 ······ 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：白石晴生様（株）ランドサーベイ  

テーマ：南極、小倉会員の紹介 

アクマド君へ 3 月分米山奨学金贈呈 

閉会点鐘 ········· 青木会長 

http://wwwfujisawaminami-rc.com/
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◆本日のプログラム 

卓話：白石晴生様（株）ランドサーベイ 

テーマ：南極、小倉会員の紹介 

蔓延するコロナウィルスの影響で、様々な行事

が見合わされる中ですが、各自で十分予防対策

を行った上で南ロータリークラブ例会が開か

れました。 

会長挨拶では、世の中は様々な情報に溢れてい

ますが、4 つのテスト「真実かどうか」をしっ

かりと見極めていきましょうとお話しされま

した。 

  
卓話は、小倉会員のご紹介で、第 52.53 次日本

南極地域観測隊員として、昭和基地で測量をな

さった（株）ランドサーベイ代表取締役 白石

様でした。 

 全て興味津々な南極でのお仕事のお話でした

が、なかでも、南極では細菌やウィルスが発生

しないといわれています。なので、1 年前の生

牡蠣が食事に出ることもあるとのこと。 

￼びっくりです！ 

 

  

 

留学生のあー君からは、就職活動が始まるそう

です。 数年は日本で働き、学んだことをイン

ドネシアに帰って活かしていきたいとの事で

した。あー君、応援しています！ 

 

芝親睦委員長、4/12(日)バス旅行計画、新型コ

ロナウイルスで延期か中止となる報告。 

 
栗原会員の叙勲祝賀会、ウイルスで中止の報告。 
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髙岡例会運営委員長、出席報告・スマイル発表。 

     

 

♦定例理事会⑨3/2 議事録  

出席者：青木会長・湯浅・小倉・倉田・芝・阿

部・永松・入澤・新井（記） 

議題 

1.新会員認証の件→小倉会員ご紹介の竹内陽子

様の認証に異議なし(全員一致)→7 日間告知

に入る 

2.3 月 9 日、16 日の例会 コロナウィルスの影

響による開催可否について→休会にせず独

自の判断で出席としてはどうか（阿部） 

→体調によっては欠席を見合わせるなど各

自の判断で出席することで開催（全員一致） 

3.4 月 12 日のバス旅行について 

→現状の騒ぎが落ち着いてから企画しなお

してはどうか（入澤） 

→12 日のバス旅行は延期とする。13 日を通

常例会とする。（全員一致） 

4.川戸様「猫会議」の件 

→小倉会員より、現在の猫会議の活動等（資

料）と、川戸様から援助の依頼があった旨の

報告あり 

→まずは川戸様を卓話にお招きして現状を

報告していただいてはどうか？（阿部） 

→その際に募金を集めるなどして資金援助

につなげては如何か？（湯浅） 

→川戸様は継続的な支援を希望していらっ

しゃるので合わせて検討して欲しい（小倉） 

→何か出向を伴うような奉仕活動になるよ

う考えてはいかがか？（永松） 

→やっている活動そのものは良いものなの

で、良い方向へ向かうよう卓話から徐々に関

係を築いてはどうか（湯浅） 

→バス旅行が延期となった 12 日の代替日 4

月 13 日に卓話をお願いしたい（倉田） 

5.事務局のパソコン購入等について 

→コロナウィルスの影響で中国での生産が

とまりパソコンが手に入らない。（入澤） 

→少し落ち着いてから購入。携帯電話の手続

きも騒ぎの納まりを待つ。（全員一致） 

6.事務局末広さんの時差出勤に関して 

→コロナウィルスの騒ぎが収まるまで時差

出勤をしていただく（全員了承） 

♦他クラブ例会休会及び変更 

藤沢 RC 3/4(水)、3/11(水)休会 

藤沢東 RC3/10(火)、3/17(火)休会 

     3/22(日)IM 中止 

藤沢西 RC 3/5(木)、3/12(木)休会 

藤沢北西 RC 3/9(木)⇒22(日)IM 中止 

ふじさわ湘南 RC3/9(月)、休会 3/23(月)、 

30(月)中止ｲﾍﾞﾝﾄの振替として開催予定 

かながわ湘南 RC 3/7(土)中止、 

    3/22,29 ｲﾍﾞﾝﾄ中止に伴い例会中止 

あやせ RC 3/10(火)、3/17(火)休会 

    3/24(火)、3/31(火)通常例会 

    4/28(火)休会 

寒川 RC 3/9(月)、3/16(月)休会 

     3/23(月)、3/30(月)休会 

大和 RC 3/10(火)、3/17(火)休会 

(休会は新型コロナウィルス感染拡大予防の為) 

 

♦次週予定 

3 月 9 日（月）卓話：青木小四郎会長  

       テーマ：虫   車屋 
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♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

３８名 ３５名 ３名 ２３名(免１名含) ６３・８９％ ５６・７６％ 

本日欠席者：大和田君、後藤君、陣内君、瀬戸君、羽原さん、深井君、前田さん、松尾君、 

村井さん、森君、森井君、山田君、吉田君、          

スマイル BOX 

青木会長 

白石様、卓話たのしみにしていました。 

よろしくお願い致します。 

竹内様、ようこそ、南クラブを楽しんで下さい。 

新井幹事 

白石様、卓話よろしくお願い致します。 

竹内様、ようこそ。 

南極のお話、たのしみにしております。 

コロナで大変ですが、皆様のお顔をみれて何だか 

ホッといたしました。 

阿部君 

家内の誕生祝、ありがとうございます。（3/29） 

白石晴生様、卓話宜しくお願いします。 

小倉さん 

白石様ようこそ！ 

楽しいお話し楽しみにしています！ 

木本君 

お世話になります。 

白石様、卓話よろしくお願い致します。 

竹内様、アクマド君、ようこそ。 

お世話になります。お久しぶりです。 

ガバナー月信8ページ松田旺大君がでていますの

で宜しくお願いします。 

倉田君 

白石様、卓話よろしくお願い致します。 

 

高岡君 

白石様、卓話よろしくお願い致します。 

先日の 3 連休は、私以外の妻子が新型コロナで

はない風邪をひいてしまい、おでかけできず家で

ゴロゴロするしかありませんでした。 

その後のコロナ騒ぎでしばらくおでかけができ

ないのもさびしく思っています。 

早く収束してほしいです。 

永松君 

白石様、卓話よろしくお願い致します。 

竹内様、ようこそ。アー君お疲れ様です。 

コロナウィルスの影響で本日より会社はテレワ

ークになりました。 

訪問看護の会社の方はサービス提供のことわり

が多数あり大変な事になっています。 

不動産も影響もすごいです。 

ロータリーの地区でも私の身に大変重い物がふ

りかかって来て悩みがふえました。 

沼野井君 

白石様、卓話よろしくお願い致します。 

結婚祝、ありがとうございます。 

長谷川君 

白石晴生様、卓話よろしくお願い致します。 

コロナウィルスの収束はいつになるのか？ 

皆さん、免疫力を高めましょう。 

安田君 

お世話になります。新型コロナウィルス、皆さん

正しく警戒に対処し乗りきりましょう！ 

スマイル BOX 本日￥11,000.- 累計\1,047,016.- 

 


