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＜米山月間経済と地域社会の発展月間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦会長挨拶          湯浅会長 

皆様お変わりは

ございませんで

しょうか。１０月

に入り、人の出が

目立つようにな

りました。 

私事ですが、毎週

乗車する中央線

特急あずさが混

雑してきました。

７月から９月は

一両に半 

分も乗車してい

なかった松本行きの列車が先週から８０％く

らいになってきました。人々 

がやっと外に出てきたことを実感しました。 

さて、４０周年記念例会まであと２０日余りで

す。当日までの準備はほぼ整ってきました。 

会員の出席状況も素晴らしく、欠席は３名だけ

になっています。１００％出席を目標にし 

ましたが、これは本当に難しいと思いました。 

コロナの状況が不安定で今後の予定を組むの

が難しく大変ですが、クリスマス家族例会 

の件など４０周年記念例会後の予定を本日の

理事会にて、大筋を決定します。 

さわやかな秋と紅葉の季節を迎え、日本が一番

過ごしやすいい季節がやってきます。 

コロナとの共存を覚悟して、健康で過ごすよう

にしましょう。 

 

♦来賓ビジター 

川戸篤子様、森川澄子様、斎藤恵子様（卓話者） 

アクマド君(米山奨学生) 

 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）    （配偶者誕生日祝） 

友野     23 日  永松      7 日 

外丸     28 日  山田      9 日 

（結婚記念日祝） 

瀬戸     2 日 

長谷川   22 日 

山根    25 日 

 

 

例会日■2020 年 10 月 5 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 

卓話委：川戸篤子様他 2 名 

テーマ：＜ねこ会議＞小倉会員紹介  

アクマド君（米山奨学生）へ 10 月分奨学金 

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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外丸会員へお誕生祝（車屋さん商品券） 

 

 

◆本日のプログラム   

１０月最初の藤沢南ロータリークラブ例会

は、５日月曜日に通常通り車屋さんで開催さ

れました。 

    

 

 

猫会議の皆さんをゲストとして御迎えし、地

域の野良猫に関する対応を丁寧に説明して頂

きました          

繁殖を止める為の手術の実施や、近隣住民か

らの賛否意見、今後の懸念事項等、単純な親

切心だけでは解決できない諸問題を御教示頂

き勉強になりました。 

 

アクマド君にも出席してもらい、近況報告を

受けました      頑張ってる様子が伝わって良

かったです。 

 

 

♦米山奨学生アクマド君のレポート 

奨学生番号：RY039234 

氏名：アクマド  シェハブディン 

テーマ：これまでの奨学生の生活で得たもの

や、日本留学の成果などについて  

その他のテーマ： 

内容  

私は 2019 年にロータリー米山の奨学生にな

り、今年で 2 年目

になりました。今

年のロータリー米

山は、新型コロナ

ウイルスの影響で

様々なイベントが

中止となりまし

た。４月から５月

までの間は緊急事

態宣言が発表され

通常例会も中止と

なってしまいまし

た。クラブのメン

バーの皆さんと会
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うことができなくなり、寂しかったです。し

かし６月には緊急事態宣言が解除され、通常

例会を行うことができました。クラブのメン

バーの皆さんと会うことができて嬉しかった

です。これからもなにかイベントが開催され

た際は、積極的に参加して行きたいと思って

います。 

今までのロータリーでの交流はとても楽しか

ったです。世話クラブのメンバーからいつも

勉強頑張ってくださいと応援を頂いていまし

た。皆さんのその応援のおかげで、毎学期授

業の成績を上げることができました。その結

果、成績優秀証明書をもらうことができまし

た。皆さんから教わったことは、お金をもら

うことだけが幸せではなく、社会人としてど

のように社会に貢献できるかであり、それが

最も大事なことであるということです。お金

ももちろん大事ですが、他にも大事なことは

たくさんあると感じました。 

日本留学の成果の一つとして、日本人の友達

ができました。アルバイト先や大学で、日本

人の友達ができました。そして次に、ロータ

リー奨学生として日本人の家族ができまし

た。世話クラブのメンバーの皆さんは私を家

族同様に思ってくれています。特にカウンセ

ラーの方はいつも面倒など見ていただいてお

り、カウンセラーの方を私はお父さんだと思

っています。大学を卒業してからは将来経験

のために日本で就職したいと思っています。5-

10 年ぐらい日本で仕事をしたいと思っていま

す。そしてその後、インドネシアに帰国し、

自分の会社を立ち上げたいと思います。特に

インドネシアでは失業者がたくさんいるので

そういった方々に職場を提供したいとも思っ

ています。 

 

 

次回は１０月１２日、メキシコから帰国した

松田旺太君の報告会があります。  楽しみで

すね      

 

 

♦定例理事会④議事録 

2020～2021 年度 藤沢南 RC 第 4 回 定例理

事・役員会 議事録 

開催日時：2020 年 10 月 5 日 

場所：隠れ里車屋 

出席者： 湯浅 新井 深井 高科 栗原 永

松 森井 青木 阿部 髙岡（記） 

議題   

1.インドからの緊急国際支援要請に対するご協

力のお願いの件 

ポリオでインドに行っているからでは。（永

松）→ガバナー事務所から来ている。（栗原）→

社会奉仕からクラブで１万円を寄付する。（阿

部）→全員同意。 

2.今年度ロータリーウォーク代替案の件 

やることは決定だが縮小するか代替案かと

いう問題になっている。時期は３月頃と言わ

れている。当クラブは「やらない」と言って

いる。（湯浅）→第３グループとして合同事業

を行うことには意義がある。（阿部）→今年無

理して代替案を考えて行う必要はない。（永

松）→全員同意。 

3.その他 

⑴ 40 周年記念式典の件 

ア 個人写真撮影 13 名について 

  集合写真 17:30～の前に個人写真を撮影す

る。来週，当日の詳しいタイムスケジュー

ルをすりあわせる。（新井）。来週の例会後

にタイムスケジュールのすりあわせを行

う。（森井）→全員同意。 

イ 欠席者 3 名については，集合写真だけでも

一緒に撮影するよう，会長・事務局から再度要

請すべき。（栗原）→全員同意。 

ウ 10/24 当日が「世界ポリオデー」に当たる。

ポリオ募金の登録をしたい。（新井）。→見映

えのよい募金箱を作り，会員がスマイルのよ

うな形で募金する様子を撮影したらよい。

（青木）→全員同意。 

 ⑵ 親睦委員会から 

ア クリスマス例会 

  何かあったら大変なので中止にしたい。

（深井）→出席者を会員だけにし，登録し
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たお子さんお孫さんには長靴のお菓子を

渡すのはどうか。（永松）→会場をプリンス

にするか車屋にするかは決めるべき。（栗

原）→車屋で行い家族例会としては中止。

会員のみ出席とする。その他は親睦委員会

で詰めていただく。（湯浅）→全員同意。 

イ 夜間例会 

  ｺﾛﾅ禍のため当面中止。（深井）→全員同意。 

♦出席報告   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

♦2019～20 青少年交換、帰国報告会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦次週プログラム予定 

♦次週プログラム予定 

10 月 12 日(月) 卓話：松田旺太君(青少年交換 

留学生) テーマ：＜メキシコから帰国報告＞ 

 木本カウンセラー、新井地区青少年副委員長  

               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 

涼しくなり過ごしやすい季節になりました。 

本日の卓話のお世話をして頂いた小倉さん、 

ありがとうございました。 

川戸様と 2 名の皆様、卓話宜しくお願いします。 

髙岡幹事 

川戸様、森川様、斎藤様、ようこそおいでくださ

いました。卓話よろしくお願い致します。 

青木君 

ネコ会議の皆様、卓話たのしみにしています。 

いよいよ GO TO ロータリーが始まりましたね。 

（注）料金は安くなりませんが（笑） 

小倉さん 

ネコ会議の皆様、ようこそ！ 

本日はよろしくお願い致します。 

後藤君 

お世話になります。 

川戸様、森川様、斎藤様、卓話よろしくお願い致

します。 

木本君 

お世話になります。川戸様、森川様、斎藤様、卓

話よろしくお願い致します。アーくん、ようこそ。 

 

芝君 

川戸様、森川様、斎藤様、卓話よろしくお願い致 

します。 

竹内さん 

みな様こんにちは。すごしやすい季節になりまし

たね。本日の卓話楽しみにしています。 

宜しくお願いします。 

外丸君 

川戸様、森川様、斎藤様、ようこそ！ 

アーくん、ようこそ！！ 

永松君 

川戸様、森川様、斎藤様、本日はよろしくお願い

致します。今、バリウムのんで来てきもち悪いで

す。人間ドック 10 年振りです。 

長谷川君 

アクマド君、ようこそ。 

本日、ねこ会議の方、宜しくお願い致します。 

羽原さん 

お世話になります。 

欠席ばかりで申し訳ありません。 

スマイル BOX 本日￥12,000.- 累計￥421,011.- 


