
 

1 

藤沢南第 1818 回 

回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

WEEKLY REPORT  第 1818 号
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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。 

秋晴れの日が続いています。朝晩の冷え込みに

は十分に注意してください。 

 先週の４０周年記念例会は無事に終了でき

ました。会員の皆様のご協力に感謝いたします。 

森井実行委員長をはじめ、委員の皆様ありがと

うございました。まだ、記念誌関係の委員会は

仕事が終了していませんが、あと少し頑張って

ください。 

１月の最初の例会には記念誌の配布ができる

予定です。 

また、長崎西ロータリークラブにはお礼の記念

品をお送りしました。 

再び、次の４５周年記念式典向けて、新たに動

き出そうと思います。 

今月は来年の新井年度の幹事・役員を決定する

指名委員会を設置いたします。指名委員の皆様

よろしくお願いします。 

このように次々と来年度に向けての動きも始

まります。まだ、半分も過ぎませんがコロナ禍

の中で、感染者が出ないように例会運営に努め

たいと思います。 

例会では、会員による卓話を再開いたします。

担当に指名された方は、ぜひ奮闘していただき

たいと思います。 

今週は、カンボジアへの救急車寄贈式がありま

す。この写真も記念誌に掲載されます。 

本日も例会を楽しんでください。 

 

例会日■2020 年 11 月 2 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： 栗原義夫会員、長谷川正明会員 

アクマド君(米山奨学生)へ 11 月分奨学金贈呈 

芝会員へ R 財団からﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ､ﾊﾞｯｼﾞ贈呈 

11 月の会員誕生日祝を贈呈(車屋の商品券) 

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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相原会員へ長寿祝（地区大会）の記念品贈呈 

 

 

 

♦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）    （結婚記念日祝） 

芝       2 日  沼野井     5 日 

山田     13 日   川島      8 日 

木本     26日  相原      20日 

（配偶者誕生日祝）  友野      26 日 

湯浅     17 日 

 

 

芝会員へお誕生祝の記念品贈呈 

 

 

 

◆本日のプログラム   

40 周年式典のお礼    2020 年 11 月 2 日 

40 周年実行委員長 森井信太 

 

2020 年 10 月 24 日記念式典は盛況で行われま

した。 

創立 40 周年を迎え羽原会員の祝いの「鶴亀」

の舞、高科会員の 40 年を讃え、未来の繁栄を

つなぐ時の「居合抜き」で始まりチャ－タ－

メンバ－5 名の皆さんと末広事務局への感謝を

表すことができた式典でありました。 

記念事業はコロナ現象でとチャ－タ－メンバ

－と末広事務局への感謝と記念誌作成の事業

で式典は会員のみで祝杯を挙げました。 

 会員だけで気を使うこともなく車屋の美味

しいお酒と料理で和気あいあいの雰囲気で創

立 40 年の区切りでチャ－タ－会員から新入会

員が心打ちとける素晴らしい祝宴となりまし

た。 

クラブの纏まりを見ることができたひと時を

過ごせたことは素晴らしいことでした。 

 至らぬ実行委員長でしたが実行委員の皆
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様、会員のご協力で素晴らしい式典ができま

した。心より感謝申し上げます。特に新井さ

んありがとうございました。 

高科委員長の気の入った記念誌が楽しみで

す。 

 40 周年式典の差入れは 

長崎西ロ－タリ－クラブ山田吉盛会長 

①「ゆうこう酢」40 本 「ゆうこう酒」12 本  

②会員全員に「挨拶状」 

③「祝電 花付き」 

島崎義忠様（長崎西ロ－タリ－クラブ会員） 

①「胡蝶蘭」 4～5 万  車屋に寄贈 

②「電報」  

久保田英男ガバナ－ 

①「電報」 

前田政江様 

①「電報 花・七宝焼き付き」 

あらためて感謝申し上げます。お礼は長崎西

ロ－タリ－クラブ会員各自に久保田ガバナ－

経営する豊島屋の鳩サブレとお礼状、島崎さ

んにも豊島屋のお菓子とお礼状を送付しまし

た。 

40 周年を期して益々、会員が好きになれる藤

沢南ロ－タリ－クラブを期待します。皆様あ

りがとうございました。 

 

11 月 2 日(月)車屋さんにて、例会を開催しまし

た。 

 

 

長谷川会員からは、事業歴や採算の合わない 10

円饅頭の話など、お人柄の良さが伺える卓話を

して頂きました。 

 
栗原会員からは、秩父宮記念体育館の歴史秘話

や、宮家の名を冠する体育館の使用方法など、

貴重な御話をして頂きました。 

本年度はゲストではなく、会員の卓話が中心の

例会となっていて、多様な話と、会員それぞれ

の人生経験が聞けて毎週楽しみです。 

 

 

次回は 11 月 9 日、川島会員と大和田会員によ

る卓話となります。 

皆様の出席御待ちしております。 

湯浅会長と髙岡幹事 
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♦定例理事会⑤議事録 

2020～2021 年度 藤沢南 RC 第 5 回 定例理

事・役員会 議事録 

開催日時：2020 年 11 月 2 日 

場所：隠れ里車屋 

出席者:湯浅 新井 深井 高科 栗原 森井 青木 

沼野井 阿部 髙岡（記） 

議題   

1.救急車寄贈式の件 

11 月 4 日 14 時から役所の市長室で行われま

す。（30 分ほど） 

出席者は、湯浅会長、森井実行委員長、永松

副委員長、栗原社会奉仕委員長、松長会員で

す。 

2.その他 

 ⑴クリスマス例会の件 

  12/14 のクリスマス例会は鎌倉プリンス

（担当大橋さん）へキャンセルを入れまし  

た。また，2021 年第 2 月曜日（12/13）を

仮押さえしました。次年度へ申し送りお願

いします。（深井） 

  →承知しました。（新井） 

今年度クリスマス例会は，車屋にて昼の例

会を 30 分延長して 14 時までとし，ノンア

ルコールビールで乾杯し，食事を 2700 円

から 6500 円にレベルアップして行いたい。

ギフトは参 

加者だけとし，子どもへのプレゼントは

1000円の長靴菓子として，会員出席申込み

と同時に小学生以下の子どもが何名いる

かを募ることにしたい。（深井）→全員同意。 

 ⑵最終例会（6/27～28）の件 

  Go To キャンペーンのせいで高級旅館は予

約が入らない。（深井）。→Go To キャンペ

ーンはＧＷまで延長しそうである。今現在，

宴会はＮＧである。（栗原）→予約をどうす

るか。大手 

  旅行代理店経由で申し込むことになる。

（深井）→申し込むだけ申し込んでみる。

（沼野井）→駄目なら再協議し，空いてい

たら仮押さえする。（沼野井）→全員同意。 

 ⑶40 周年の予算オーバーの件 

   長崎西ＲＣへの土産で赤字が 10 万円位

と記念誌等の費用もかかる。（森井）→本

会計のコロナ対策部分から戻す。（湯浅）

→全員同意。 

♦11 月 4 日消防車両贈呈式（カンボジアへ） 

本日は藤沢市よりカンボジア王国への消防車

の贈呈式がありました。 

40 周年事業として行う予定でしたが、コロナ渦

の中で式典等をクラブ内で行った為、クラブの

国際奉仕事業として行いました。 

5 年前に続いて 2 度目になります。藤沢市で活

躍した救急車が場所を変えてカンボジアで人

の命を救う役目を果たしてくれると思うと、本

当に有難いです。 

藤沢市長、消防局長はじめ藤沢市の職員の皆様

本当にありがとうございました。 

   

署長は、日本の消防車と救急車は活躍してカン

ボジア人に役に立っています。日本で使わなく

てなった車両でも、元々クオリティーが良いこ

とと消防士、救急隊の日々のメンテナンスが良

かったので、新品の車両より高い能力を発揮し

ています。シアヌークビルは傾斜地で道が細い

所が多い、狭い道、坂道もよく動いて、放水能

力が高いのは新品の他国製でなく、藤沢市の消

防車だ、藤沢のみなさんありがとう 
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♦出席報告   

 

♦次週プログラム予定 

11 月 9 日(月) ＜年次総会＞ 

卓話：川島進会員、大和田章夫会員 

      プログラム委員会   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 ２５名(免２名含) ６７・５７％ ７５・６８ 

本日欠席者：大澤君、陣内君、瀬戸君、沼野井君、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、        

スマイル BOX 

湯浅会長 

朝晩の冷え込みで秋を身近に感じるようになり

ました。先週の 40 周年の行事を無事に終了する

ことができました。森井委員長、新井さんをはじ

め本当にありがとうございました。 

次の 45 周年に向け、新たに出発しましょう。 

髙岡幹事 

栗原様、長谷川様、卓話よろしくお願い致します。

アクマド君、ようこそ。 

10/24 の 40 周年記念例会とても楽しかったです。 

ありがとうございました。 

休日、祝日、コロナのせいであいかわらず巣ごも

りしています。やることがなく、部屋ばかり物が

片づいていきます。 

今週末インフルエンザのワクチンを接種して冬

に備えます。 

青木君 

栗原さん、長谷川さん、卓話よろしくお願い致し

ます。 

川島君 

栗原様、長谷川様、卓話よろしくお願い致します。 

倉田君 

栗原様、長谷川様、卓話よろしくお願い致します。 

 

 

 

新井さん 

栗原様、長谷川様、卓話よろしくお願い致します。 

40 周年では皆様ありがとうございました。 

電報の御礼に前田さんにお電話してみました。 

とてもお元気そうでした。皆様によろしくとのこ

とでした！ 

竹内さん 

先日の 40 周年、お疲れ様でした。皆様コロナは

大丈夫でしたか？私は今のところ大丈夫です

(^^)。本日栗原さん、長谷川さん、卓話よろしく

お願い致します。 

沼野井君 

結婚祝、ありがとうございます。 

栗さん、長谷川さん、卓話宜しく。 

長谷川君 

本日は、ハーフ卓話させて頂きます。 

宜しくお願い致します。 

安田君 

40 周年記念式典、みなさんありがとうございま

した。栗原さん、長谷川さん、本日卓話よろしく

お願いします。 

山根君 

新井様、お世話様です。 

スマイル BOX 本日￥11,000.- 累計￥446,011.- 


