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＜母子の健康月間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦会長挨拶         湯浅会長 

  

 

久しぶりの車屋での例会です。とても懐かしい

感じがいたします。 

皆様お変わりはございませんでしょうか。 

卓話の関係もあり、会長挨拶は報告事項だけに

させていただきます。 

（１） 関根会員が怪我で入院をしています。

階段から滑り、一ヶ月ほど休会する予定です。 

会の規定によりお見舞いをいたします。詳しく

は次回の例会で報告します。 

（２） 藤沢北クラブが６月をもって解散する

ことになりました。解散の経緯のうわさが広ま

っていますが、詳細はよくわかりません。 

（３） 第３グループには、新クラブが誕生し

ています。    

「イノベーションゲートウェイ湘南ロータリ

ークラブ」が名称です。 

すでに会の活動を始めていますが、このクラブ

の件も詳しいことはわかりません。 

会長幹事会がリモートで行われているため情

報がうまく伝わらないようです。 

（２）（３）の件は詳しいことが分かり次第お知

らせいたします。 

（４） 第４波が東京にも迫りつつある中で例

会を開催しますが、再び例会を中止する事態も

予想されます。本日の理事会にて今後の例会運

営の基本方針を決まる予定です。 

以上報告いたします。 

久しぶりの例会を楽しんでください。 

 

 

例会日■2021 年 4 月 5 日(月) 会場■隠れ里 車屋 開会点鐘■12：30 

■http://www.fujisawaminami-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 ·········· 湯浅会長 

四つのテスト         髙岡会員 

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     コロナ禍で中止 

会長挨拶 ·········· 湯浅会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：山田秀幸会員、村井晴子会員、 

＊山田会員へ R財団より PHF(バッジ、感謝状) 

＊＜五行歌＞へ協賛金贈呈(窪田様) 

＊次年度 IM(奉仕デー)実行委員長に阿部会員 

閉会点鐘 ·········· 湯浅会長 

http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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山田会員 R 財団より PHF（ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）贈呈 

    

 

♦来賓ビジター 

窪田園子様＜五行歌＞ 

 

♦お祝い発表    

（会員誕生祝）  （結婚記念祝） 

阿部 1 日     高科    7 日 

村井 3 日     関根 16 日 

       永松 19 日 

（配偶者誕生祝）     青木 23 日 

馬場  2 日     倉田 23 日 

友野 21 日 

松長 28 日 

 

   

  

◆本日のプログラム   

車屋さんにて開催されました。たくさんの方

が集まっていただき、感染予防対策をしなが

ら楽しい例会を過ごすことができました。 

ゲストは五行歌の窪田様。 

  

  

そして卓話は山田会員による「藤沢駅周辺地

区エリアマネジメントについて」です。 
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エリアマネジメントは藤沢駅北口の改修計画

を契機に、駅周辺の活性化と新たな公共空間

の創出に向け立ち上げ、創設準備会を経て一

般社団法人として公共空間の活用を中心に藤

沢駅周辺の価値を高めていく各種事業を展開

してく団体だそうです。昨年 8 月には飲食店

応援事業、10 月には湘南キャンドル藤沢サテ

ライト、11 月にはふじさわ健康マルシェなど

行ったそうです。 

 

 

また村井会員によるイニシエーションスピー

チも行われました。自身で作成した手書きの

フリップを使い村井会員の生い立ちを楽しく

話してくださいました。ありがとうございま

す。 

  

 

   

      

♦定例理事会⑩ 

出席者：湯浅・新井・深井・高科・栗原・永松・

森井・青木・大澤・芝・阿部・髙岡（記） 

議題  

１．関根さんのお見舞金の件 

規定どおり支払うことにする。（湯浅）→全員同

意 

２．アクマド君の就職祝いの件 

1 万円位の贈り物を準備する。（湯浅）→夜間例

会に是非来たいと言っている。香水をつけるの

が好きだから，贈り物は香水でよいと思う。（永

松）→髙岡が購入し，いつでも渡せるようにし

ておく。（髙岡）→全員同意 

３．今後の例会の件 

本日，車屋のほうから「大勢の会食は難しいか

もしれない」と言われた。今後の車屋の営業形

態に合わせて例会も開催する方向で考えてい

く。（湯浅）→全員同意 

４．地区の状況の件 

地区の副幹事の委嘱状がまだ来ていない。藤沢

北ＲＣの状況も伝わってこない。（湯浅）→様子

見で全員同意 

５．藤沢北ＲＣの会員の受け入れについて 

  藤沢北ＲＣの会員を引っ張る形で入会さ

せると他クラブと揉める可能性があって，よく

ない。以前，他クラブからの会員で１年間の期

間をあけて入会した例がある。（栗原）→他クラ

ブで２年間の期間をあけた会員の例も知って

いる。（永松）→「入会したい」という会員があ

れば，理事会で検討することとしたい。（湯浅）

→全員同意 

６．上履きの寄付の件 

  今年も湘南学園から３００足の寄付があ

った。去年の分も残っている。（湯浅）→日本国

内の災害時にも役に立つ。熊本の災害時に渡し

て大変喜ばれた。（永松）→今年も継続事業とし

て行うこととする。（湯浅）→全員同意 

７．ＲＣ奉仕デーの件 

  IM はやらないで，ロータリー奉仕デーを

やる予定となった。（湯浅）→次年度会長幹事で

まだまとまっていないが上履きの話は挙げた

い。市民参加２５％の条件がクリアできる。（新
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井）。→実行委員は，会員全員がなることとする。

（阿部）→全員同意 

８．６月の最終例会 

  最終例会は，車屋で，チャーターメンバー

内ではスライドを使って南ＲＣの４０年の歴

史のスライドをやりたいという話が出ている。

（栗原）→河鹿荘はまだ押さえてある。（深井）

→コロナ禍のため車屋で最終例会ができるか

も今は分からない。ＧＷ前の４月最終例会（４

／２２）で決めることとする。（湯浅）→全員同

意 

♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦次週プログラム予定 

4 月 12 日（月）卓話：永松会員、後藤会員 

                  車屋 

出席報告をする中川例会運営委員 

      

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 ２５名(免２名含) ６５・７９％ ６７・５７ 

本日欠席者 大和田君、川島君、木本君、後藤君、関根君、瀬戸君、外丸君、羽原さん、馬場君、 

松尾君、森君、安田君、吉田君、          

スマイル BOX 

湯浅会長 

皆様、お久しぶりです。このように集合して例会

を開くのはとてもなつかしい気分がしてふしぎ

です。本日の卓話、山田さん、村井さん楽しみに

しています。山根さん、先日はありがとうござい

ました。助かりました。 

髙岡幹事 

お世話になります。 

山田様、村井様、卓話よろしくお願い致します。 

今日の午前中、末っ子のニ女の小学校入学式でし

た。今年から、1 クラス 35 人学級というのが県

や市の方針とのことです。第二次ベビーブーム世

代としては信じられない少人数制のクラス編成

になっています。 

青木君 

皆さんと会えてとてもうれしいです。 

阿部君 

誕生祝、ありがとうございます。 

山田さん、村井さん、卓話を楽しみにしています。 

 

新井さん 

山田様、村井様、卓話よろしくお願い致します。 

入澤さん 

山田様、村井様、卓話よろしくお願い致します。 

倉田君 

山田様、村井様、卓話よろしくお願い致します。 

芝君 

村井様、山田様、卓話よろしくお願い致します。 

皆様、お久しぶりです。宜しくお願いします。 

竹内さん 

山田様、村井様、卓話よろしくお願い致します。 

初めてお話伺えるので楽しみにしています。 

永松君 

山田様、村井様、卓話よろしくお願い致します。 

長谷川君 

山田さん、村井さん、卓話楽しみにしております。 

松長さん 

山田様、村井様、卓話よろしくお願い致します。 

スマイル BOX 本日￥12,000.- 累計￥558,013.- 

  


