
 

1 

藤沢南第 1811 回 

回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

WEEKLY REPORT  第 1811 号

  

 

 
 

＜会員増強 新クラブ結成推進月間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦会長挨拶          湯浅会長 

 

２週間ぶりの例会になりましたが、皆様お変わ

りはございませんでしょうか。 

４月７日の非常事態宣言発令から４カ月が過

ぎましたが、再び感染者が増加しています。 

長い梅雨もやっと明け、本格的な夏がやってき

ますが、見通しがない曇りガラスの中 

にいるような２０２０年の後半を送ることに

なりそうです。 

さて、本日は市川ガバナー補佐をお迎えして、

コロナ禍の中で活動する地区方針等の卓 

話をお願いしています。８月１７日のガバナー

正式訪問の準備も兼ねた例会にしたいと思 

います。また、市川ガバナー補佐へのご質問等

がありましたなら卓話終了後にお願いします。 

次に第３回会長幹事会の議事報告を致します。 

（１）第３グループ共同事業のピースウオー

ク継続について 

ピースウオーク継続の有無・ピースウオ

ークに代わる共同事業の提案などを各

クラブの意見をまとめて書類で提出す

る。 

私は、イベント実施の役割やイベント終

了後の反省点を会員が共有し、イベント

実施の喜びも共有することが大切であ

ると思います。一部の会員だけに任せき

りの継続事業の実施が問題を起こして

きたと思っています。皆様は如何でしょ

うかでしょか。 

（２）地区大会について 

１０月１８日（日）だけ開催され、出席

義務者は会長・幹事だけになっています。 

登録料は全員分ですが、後に変換があり

ます。 

例会日■2020 年 8 月 3 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         髙岡幹事 

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 

市川洋ガバナー補佐(ふじさわ湘南 RC)訪問日 

アクマド君（米山奨学生）へ 8 月分奨学金 

栗原社会奉仕委員長：九州豪雨義援金徴収の件 

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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（３）規定審議会への意見提出が８月３１日

までになっています。ご意見のある方は

私または事務局まで申し出てください。

この会議は、国際ロータリークラブの規

約の変更等を審議する会議です。 

以上３点です。本日も例会を楽しんでください。 

 

♦来賓ビジター 

市川洋ガバナー補佐(ふじさわ湘南 RC) 

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） 

関根     4 日  高科     21 日 

栗原     13 日  相原     30 日 

髙岡     31 日    大和田    30 日 

（結婚記念日祝） 

大和田    2 日 

陣内     8 日 

新井     15 日  

   

  

    

◆本日のプログラム 

本日の来賓は第 3 グループ市川ガバナー補佐、ア

クマド君。 

卓話は市川ガバナー補佐。 

 

これまでのご自身の経歴。 

20 周年を迎えた、ふじさわ湘南ロータリークラブ

の紹介。 

第 3 グループ、久保田ガバナー年度の目標などを

丁寧に説明をして頂きました。 
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コロナ禍による制限された活動がまだまだ続きます

が、湯浅会長の元やるべき事はしっかりやっていこ

うと再確認することができました。 

次回例会、8 月 17 日、車屋さんにて。 

久保田ガバナーの公式訪問となります！ 

 

♦定例理事会② 議事録 

2020~21 年度 藤沢南 RC 第 2 回定例理事会  

開催日時：2020 年 8 月 3 日,場所：隠れ里車屋 

出席者：湯浅会長・青木・新井・大澤・栗原・

高科・深井・森井・阿部・沼野井・永松・髙岡

（記） 

議題 会長幹事会で上がった議事として以下

のものがあります。 

１．「ロータリーウォーク」をやらない（前年度

及び本年度第 1 回定例理事役員会決定事項）

ならば，「クラブ合同事業の目的を踏まえて」

「やらない理由」を書面で提出するよう言わ

れました。そのため，「やらない理由」を「ク

ラブ合同事業の目的を踏まえて」検討する必

要する必要があります。 

  →次回の会長幹事会までに書面を上げる

必要がある。（湯浅） 

  →現状，ウォーキング協会主宰になってお

りクラブ合同事業と言えない。（永松） 

  →例えば，湘南マラソンをやったときには，

既に８月には関係各所への挨拶回りなど

を始めていた。そのような事業をやるなら

遅い。時間的に間に合わないと思う。（阿部） 

  →少人数のクラブに対して逆に何ができ

るのかという意見を聞くべき。（栗原） 

  →これまで合同事業は，各クラブの役割分

担や行った後の反省等をしていなかった

ことに問題があり，そこも今後は考える必

要があると思う。（湯浅）。 

  →「やらない」という意見で全員一致。「や

らない理由」については，湯浅会長が，た

たき台のペーパーを作って回すことで，全

員同意。 

２．また，ロータリーウォークに変わる今年度

の合同事業の案を書面で提出するように言

われました。その案を検討する必要がありま

す。 

  →会長幹事会では，かながわ湘南から，「イ

ンターネットのフォトコンテスト」を開催

し，応募数１件につき何円と決めて医療へ

寄付するという案が出た。また，ふじさわ

湘南は，「ロータリーウォークを是非やり

たい」という案である。（髙岡）。 

→代案についても，湯浅会長が，たたき台

のペーパーを作って回すことで，全員同意。 

３．２の検討の結果，そもそも合同事業を今年

度はやらないということならば，それについ

ても書面提出を求められているため検討す

る必要があります。 

→代案のたたき台のペーパーを湯浅会長

が回すことになったため，検討不要 

４．その他 

なし。 

♦他クラブ例会休会及び変更 

寒川ＲＣ 8/ 3,17,24,31(月)休会・定款第 7 条

第 1 節(ｄ)項(3)による 

     8/10((月)休会(祝日) 

綾瀬 RC 8/11(火)休会(祝日週)メイクの受付は

ございません 

     8/18(火)休会 8/4 理事会で変更決定 

     8/25( 火 )30 分のみ例会開催

(12:30~13:00 迄お弁当の用意はございません) 

♦次週プログラム予定 

8 月 10 日(月) ＜祝日休会・山の日＞ 

  17 日(月) 久保田ガバナー(鎌倉 RC 

)公式訪問日 

    市川ガバナー補佐(ふじさわ湘南 RC) 

    タイムスケジュール 

    11:00～会長幹事、理事役員、地区委員 

    12:30～13:30 例会 

    13:30～14:30 懇談会   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 ２６名(免２名含) ７０・２７％ コロナ禍で中止 

本日欠席者：倉田君、後藤君、芝君、陣内君、瀬戸君、羽原さん、松尾君、村井さん、森君、山田君、

吉田君、        

スマイル BOX 

市川洋ガバナー補佐様(ふじさわ湘南 RC) 

本日は貴重な例会の時間をいただきありがとう

ございます。今年は大変な年となりましたが、力

を合わせ楽しい年になるよう頑張りましょう。 

湯浅会長 

市川洋ガバナー補佐、本日はよろしくお願いしま

す。長い長い入梅も明け、暑い夏が来ました。 

皆様お変わりございませんか。8/17 のガバナー正

式訪問の準備のため市川ガバナー補佐の訪問で

す。地区の方針を知り、色々勉強しましょう。 

髙岡幹事 

市川洋 AG 様、卓話よろしくお願い致します。 

誕生祝、ありがとうございます。 

緊急事態宣言中、犯罪と交通事故の減少を実感し

ました。しかし、解除後、反動で両方とも増加し

ていると実感しています。いずれにせよ皆様くれ

ぐれも被害にあわないようお気をつけください。 

相原君 

漸く入梅が過ぎ、急に真夏日となりました。 

今日、市川ガバナー補佐の訪問ご苦労さまです。 

コロナウイルスに気をつけ各クラブ訪問して下

さい。 

 

 

青木君 

市川 AG、一年間よろしくお願い致します。 

阿部君 

市川ガバナー補佐様、ようこそいらっしゃいま

せ。一年間ご指導お願い致します。 

ガバナー補佐職を楽しんで下さい。 

新井さん、森井君 

市川様、ようこそ。 

ガバナー補佐、本年もよろしくお願い致します。 

木本君 

お世話になります。 

市川様、卓話よろしくお願い致します。 

アーくん、ようこそ。 

高科君 

誕生祝、ありがとうございます。 

市川ガバナー補佐、卓話よろしくお願いします。 

永松君 

市川 AG、本日はよろしくお願い致します。 

長谷川君 

市川ガバナー補佐様、本日は宜しくお願い致しま

す。 

スマイル BOX 本日￥13,000.- 累計￥360,007.- 

  


