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♦会長挨拶          湯浅会長 

   

会員の皆さま、お変わりございませんでしょう

か。東京をはじめ大都市で第３波の感染が起こ

り始めました。 

藤沢でも感染者の数が増えています。 

十分に注意をされ予防に努めてください。 

１１月の会長幹事会の報告をします。 

（１） ２０２１年２月１３日（土）ミナパーク

にて IM を開催します。 

（２） ２０２１年４月１８日（日）藤沢市民会

館を中心にして、地区協議会を開催します。 

田島ガバナー主催ですから、当クラブには会場

の管理や部会の手伝いなどの仕事が振り分け

られる思います。 

（３） ２０２１年３月２０日（土）新会員の集

い（地区主催） 

入会３年未満の会員対象です。 

（４） ２０２１年５月１７日（月）３クラブ合

同例会（担当ふじさわ湘南）の予定です。 

４０周年記念行事も終了し、来年の６月まで当

クラブとしての主な行事はありません。プログ

ラム委員会のプログラムに従い、会員間の情報

の共有に努め、親睦を深める目的で会員の卓話

をどしどしと行う予定です。 

久しぶりに卓話を行う方も多いと思いますが、

担当に当たったときは奮闘してください。 

卓話を通して相互理解の機会が増えることを

期待しています。 

コロナが下火になったとき、ロータリーの活動

が活発に行うことができるように、各クラブの

エネルギーを蓄える時だと思っています。 

皆さん、コロナ禍の中で行うロータリー活動の

意義を理解して頑張っていきましょう。 

例会日■2020 年 11 月 30 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 ········· 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：入澤淑江会員、中川貴博会員、 

閉会点鐘 ········· 湯浅会長 

http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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中川会員へ地区大会での新会員記念品贈呈 

   

 

♦各委員会報告 

   

深井親睦委員長 

今年のクリスマス例会は鎌倉プリンスホテル

ではなく、車やさんで行います 

時間は 12 時 30 分から午後２時迄です 

参加はロータリーメンバーのみ、としました 

ビンゴゲームとかお子さまへのクリスマスプ

レゼントとう、いろいろ企画しています。出席

率は 82%でまずまずの出席率です 

当日をお楽しみにして下さい。 

♦来賓ビジター 

馬場清志様（髙岡幹事のご紹介） 

   

◆本日のプログラム   

   

卓話：入澤淑江会員 

こんにちは、入澤です 

2 年前に会長職で毎週お話させて頂いておりま

したので、あまり皆様にお話する内容が無いの

で、最近の事でコロナ禍においての私の仕事に

ついてお話させて頂きます。 

今年の 2月のダイヤモンドプリンセス号からコ

ロナが騒がしくなり、私の仕事の出張パソコン

セミナーが最初にダメージを受けました。 

2 月 3 月に入っていたセミナーは全てキャンセ

ルとなりました。 

そして、通常であれば３月に４月からの新しい
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期の年間予約が入ってくるところですがそれ

も全く入ってこない状態となりました。 

そして、パソコン教室の方も３月位から休会が

増え始めて、全体の３割の生徒様が休会となっ

てしまいました。 

更に４月には緊急事態宣言が発令されて、お教

室も休業せざるを得なくなりました。 

そんな時に、以前に大和田園ロータリークラブ

のホームページを作成したご縁で、大和田園ロ

ータリーの方から自社ホームページをリニュ

ーアルしたいというお話をメールで頂きまし

た。 

塗装関係の問屋さんで、扱い商品が非常に多い

のでボリュームの有るホームページです。 

ロータリー割引にしてもかなりの金額になり

ますが、「ロータリーのメンバーだから安心し

て任せられるから」とおっしゃって下さって、

家から出ることなくメールのやりとりだけで

お仕事をさせて頂く事が出来ました。 

５月に入ると、色んな会社や団体が ZOOM を

使ってオンライン会議をやらなければいけな

いという事になり、突然 ZOOM のセミナーの

依頼がバンバン入るようになりました。 

７月位になるとお教室も休会していた生徒様

も復帰して下さって、通常営業が出来るように

なりました。 

そして夏以降は、毎年ご依頼頂いている出張セ

ミナーがこの数か月の遅れを取り戻すように

バンバンと入るようになりました。 

それも通常は２０人でセミナーを行うのです

が、密を避けるという事で１０名のセミナ―と

なり今までの倍以上のセミナーとなり大変忙

しくなりました。 

そしてお教室の方も、今まではシニアの方が多

かったのですが在宅勤務になったら自分がい

かにパソコンが出来ないのかわかったので習

いたいという方が増えています。 

こんな状態ですので、わが社は来年 3 月までは

コロナバブルで大変忙しくしております。 

ロータリーもお休みする事も多いと思います

が、仕事をしているんだなと思って頂けたらと

思います 

    

卓話：中川貴博会員 

1. 座右の銘「ありがとう 感謝の気持ちを込

めて」より 

2.「特許の話」 

1.「ありがとう」「感謝します」この言葉は「ツ

キを呼ぶ魔法の言葉」と言われております。私

は会社の名刺にも使っておりまずが、この言葉

を言うと、どんどんツキが良くなるという話を

五日市剛さんという方より直接教わりました。 

ツキを呼ぶ魔法の言葉、「ありがとう」「感謝し

ます」 

この言葉を使い続けると人生が好転してきま

す。 

苦しい時に「ありがとう」良い事があったら「感

謝します」 

それを自分に向かって言葉に出して言う事が

大切です。 

「ありがとう」の語源はもしかすると古代ヘブ

ライ語かもしれません。 

現在でもイスラエルで使われているヘブライ

語では「アリ・ガト」の意味に「私にとって幸

運です」神様への感謝の言葉で、同じ発音で話

されています。 

他にも古代ヘブライ語で、同音同義語が日本に

500 語以上もあるそうです。 

何かつながりがあるのでしょうか。 

2.「あったらイイな」を形にするために関わっ

た特許や発明の中で、先端技術「スカウター」 
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に関してのエピソード。 

開発に携わる技術者たちは「何に使えるのかわ

からずに開発をしている」という衝撃的事実。 

発明は、「困るという事が、次の新しい世界を発

見する扉である。」そして、「用心しなければ機

械に人が使われてしまう」というエジソンの言

葉。以上をお話させて頂きました。 

♦出席報告   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦次週プログラム予定 

12 月 23 日(月)  ＜祝日休会・勤労感謝の日＞ 

   30 日(月) 卓話：入澤淑江会員、中川貴員 

               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 

３８名 ３５名 ３名 ２４名(免２名含) ６４・８６％ ６１・１１ 

本日欠席者：大和田君、芝君、陣内君、関根君、瀬戸君、羽原さん、松尾君、松長さん、村井さん、

森君、安田君、山田君、吉田君、  メイク：新井さん       

スマイル BOX 

湯浅会長 

馬場さんようこそ。是非入会して下さい。 

皆様お変わりありませんでしょうか。 

早いもので、明日で 12 月になります。 

コロナさわぎも 10 ヶ月たってしまいました。 

十分注意されコロナをふせいで下さい。 

中川さん、入澤さん、卓話ガンバッテ下さい。 

髙岡幹事 

お世話になります。 

入澤様、中川様、卓話よろしくお願い致します。 

本日、私からのゲストで馬場清志さんをおまねき

しました。テーブルと卓話のパーテーションを作

ってもらいました。 

本業は看板等を製造・設置していて、シェル石油

の看板一式などをてがけています。私とは高校の

同級生です。よろしくお願いします。 

青木君 

馬場様、南ロータリーにようこそ。 

入会をお待ちしています。 

入澤さん、中川さん、卓話たのしみにしています。 

阿部君 

入澤様、中川様、卓話楽しみにしています。 

倉田君 

入澤様、中川様、卓話よろしくお願い致します。 

 

 

川島君 

入澤様、中川様、卓話よろしくお願い致します。 

馬場さんようこそ。ご参加下さいました。今日は

少し早目に退席致します。申し訳ありません。 

木本君 

お世話になります。馬場様、ようこそ。 

入澤様、中川様、卓話楽しみにしています。 

馬場様、パーテーションありがとうございます。 

後藤君 

お世話になります。馬場様、ようこそ。 

入澤様、中川様、卓話よろしくお願い致します。 

高科君 

本日の卓話の入澤会員には 40 周年写真集には、

大変ご協力を頂き心より感謝いたします。 

卓話を中川会員楽しみにしています。 

竹内さん 

入澤さん、中川さん卓話たのしみにしておりま

す。皆様、健康で無事に年をこせますように！！ 

永松君 

中川様、入澤様、卓話よろしくお願い致します。 

また、コロナが心配な状態になってきました。 

皆様、マスクにアルコール消毒と食事、睡眠に気

を付けてください。 

私は、カンボジアとタイのスイミン仕事はかいめ

つ状態で泣いています。 

 

スマイル BOX 本日￥11,000.- 累計￥480,011.- 

  


