
 

1 

藤沢南第 1832 回 

回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

WEEKLY REPORT  第 1832 号

  

 

 
 

＜最  終 例 会＞
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♦会長挨拶         湯浅会長 

   

２０２０～２０２１年度を振り返って 

コロナ禍の中で大変な一年間を送りました。満

足した会運営ができない１年を送りました。 

前半はとぎれとぎれでしたが車屋において、後

半はズームに切り替えて例会を開催すること

になりました。ズーム例会では新井会員にはお

世話になりました。 

ロータリークラブは例会参加が第一と認識し

ています。しかし、コロナのため例会が禁止さ

れるのはロータリークラブの存在も否定され

てしまうように思いました。会場を提供して頂

く車屋さんの営業方針も考慮し、１カ月先の予

定を立てるのが精いっぱいの仕事になりまし

た。蔓延防止政策が延長されるたびに予定を変

更しました。そのため会員の皆様にはご迷惑を

おかけしました。理事会も電話でのやり取りで

何とか１年間を過ごすことが出来ました。高岡

幹事及び理・事役員・各委員会の皆様に感謝申

し上げます。 

２０２０～２０２１年度の主な活動をまとめ

ますと、２０２０年１０月２４日（土）に創立

４０周年記念例会を開催しました。２年前から

様々なイベントを考え準備を進めてきました

がコロナのため大幅に予定を変更し、当クラブ

の会員だけによる記念例会を開催しました。森

井実行委員長を中心に記念例会が無事に開催

されたことは本当に良かったと思います。また、

４０周年記念誌は藤沢南ロータリークラブの

歴史が分かる記念誌となっています。「コロナ

禍のためイベント等が開催できないのなら、せ

めて４０周年までの歴史を載せ、今後の発展に

役立つ記念誌を残そう。」と考えたものです。 

例会日■2021 年 6 月 2８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 

卓話：深井親睦委員長 

湯浅会長、髙岡幹事 

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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例会では、外部からの卓話者を呼ぶことが出来

ないため、当クラブの会員による卓話を行いま

した。いつもとは違った会員の様子もうかがう

ことができ、面白い企画でした。この企画は予

定した会員まで実行できず中途で終了してい

ますが、新井年度に引き継いでいただくように

お願いしました。この企画を運営していただい

たプログラム委員会の皆様ありがとうござい

ました。 

次に、第３グループの１年間の情報をお知らせ

します。 

（１） イノベーションゲートウェイ湘南（会

員数２６名）の新クラブが誕生しました。 

（２） 藤沢北クラブが２０２１年６月で、ク

ラブを解散します。 

コロナ禍の経営が続くため他クラブでは多く

の退会者が出ていまが、当クラブは馬場会員の

入会もあり、会員数を維持することができまし

た。増強委員会の皆様ありがとうございました。 

以上１年間を振り返っての感想を述べさせて

いただきました。政府のコロナ対策期間が延長

されるごとに会運営を変更し、多くの会員にご

迷惑をおかけしました。大変な１年でしたが、

例年とは違った経験をし、今後に役立てようと

前向きに考えています。 

当初快く幹事を引き受けて頂いた高岡輝征会

員には本当に感謝しています。ワクチン接種が

始まりましたが、まだ油断は禁物です。健康に

心がけ、いつも通りの楽しい例会が開催できる

日常を待ちましょう。 

一年間、ありがとうございました。 

 

◆本日のプログラム   

車屋さんにて最終例会が行われました。 

湯浅会長からの連絡事項としては 

①地区の動きとして歴史ある藤沢北クラブの

解散そしてあらたにイノベーションゲートウ

ェイ湘南が 26 名の会員でスタート。 

②第三グループでオリンピックでブースをも

うけ、うちわを配る予定 

のお話をいただきました。 

今回の卓話はチャーターメンバー（相原会

員、山根会員、栗原会員、青木会員）による

藤沢南の歴史のお話。昔の写真をプロジェク

ターに映し出しみんなで昔を振り返りまし

た。 

そして最後に新井エレクとからの新年度の挨

拶。「藤沢南クラブの 40 年の歴史を次につ

ないでいきたい」と話してくださいました。 

最後に湯浅会長、高岡幹事、1 年間お疲れ様

でした。 

次回例会は車屋にて開催される予定です。 

よろしくお願いいたします。 

 

5 月 6 月会員誕生日祝いの贈呈 

  

     

阿部奉仕デー委員長  中川例会運営委員 

    

    深井親睦委員長の司会進行 
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チャーターメンバーによる卓話 

相原会員 

  

 

  

 

山根会員      青木会員ご夫妻 

   

栗原会員ご夫妻   山根会員ご夫妻 

  

湯浅会長、髙岡幹事、お疲れ様でした。 

 

新井エレクト    芝幹事エレクト 

  

次年度地区委員の皆様 

 

♦定例理事会⑫ 

2020～21 年度 藤沢南 RC 第 12 回 定例

理事・役員会 議事録 

日時：2021 年 6 月 28 日（月） 場所：隠

れ里 車屋 

出席者：湯浅・新井・深井・栗原・永松・森

井・大澤・阿部・相原・髙岡（記） 

議題 

１．相原会員から 

 ⑴ 当クラブからガバナー補佐を出す件 

   当クラブからは阿部会員が AG をやっ

てから 10 年。その後出ていない。子クラブ

のふじさわ湘南はガバナーが 2 人。今年度は

AG も出ている。地区へ発言していく必要があ

る。次の 1 年で若手 40～50 代の AG を当ク

ラブから出したい。（相原） 

   →全員同意。 
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 ⑵ 例会日を金曜日に変更する件 

   北クラブがなくなるが，北クラブは金

曜日が例会日。月曜日を例会日とするのは大

変。北クラブと 入れ替える形で，当クラブ

の例会日を金曜日としたらどうか。（相原） 

   →今後検討していきたい。（新井）→

全員同意。 

２．ロータリー財団年次寄付金（任意）の件 

本会計から 39 名分寄付送金をする

（例：1 人 10,000 円×39 名＝390,000

円）。それぞれの名前を付けた寄付とする。

（湯浅）→全員同意。 

３．永松会員提案の寄付の件 

  特定非営利活動法人ハート・オブ・ゴー

ルド代表理事有森裕子様へ，コンテナ代金

150,000 円を寄付する件は，当クラブが集め

る靴も入り，先方の希望す 

  る金額。寄付するということでよいか。

（湯浅） 

  →寄付は，今がいいのか，10 月がいいの

か。（阿部） 

  →今，15 万円寄付するということ。（湯

浅）→全員同意。 

４．外丸和之会員退会の件 

  6 月末日で退会希望がある。1 月位から

連絡があった。永松会員が引き留めてくれた

が難しかった。退会届を受理したい。（湯

浅）→全員同意。 

５．オリンピック開催中の江の島ブース担当

の件 

  第三グループでふじさわ湘南が中心とな

ってうちわを配る。うちわの案ができてい

る。ブースは神奈川県が飲み物と塩飴などを

配布する。ロータリークラブ  

 もブースを出す。その隣にライオンズク

ラブもブースを出す。ロータリーウォークの

予算で市川 AG 年度事業となる。担当日は，

7/26（月）9 時～17 時。 

 2 時間×2～3 名を出す必要がある。（湯

浅） 

  →分担にしてやるべき。（新井） 

 →9 時からの人はテントを立てる。17 時

までの人はテントを下げる。湯浅と髙岡で分

担案を作成する。（湯浅） 

  →全員同意。 

６．その他 

 ⑴ 当クラブ戦略計画委員会設置の件 

   我々から AGを出すために 5～10 年先

を見据えた計画のため，戦略計画委員会を設

置したい。永松 AGの実現を目指す。（湯

浅） 

  →早くやらないと，他のクラブも狙って

いるかもしれない。（相原） 

  →立ち上げは阿部会員にお願いしたい。

（湯浅）→了承。（阿部） 

  →委員長は髙岡会員にお願いしたい。

（新井）→了承。（髙岡） 

  →全員同意。 

 ⑵ ロータリー奉仕デー予算の件 

   ロータリー奉仕デーの予算を組んだの

で，皆様で検討してください。シューズ輸送

費を削るか。事務局車代は 6 人でいいのか。

会計担当者は永松副委員長 

に決めてもらいたい。（阿部）。 

  →吉田会員がケータリングサービスを行

う関係で，吉田会員に会計を打診する。（永

松） 

  →ポスター・チラシはほしいので予算を

取ってもらいたい。その制作は，永松副委員

長の会社のスタッフにお願いして，皆で打ち

合わせたい。式典の日の日 

 程は 2／12（土）に決定している。9

クラブ合同例会にする。有森さんは無料で来

てくれる。8 月の会長幹事会で決める。（新

井） 

  →全員同意。 

 ⑶ 関根会員の件（報告） 

   クローバーホスピタルに入所中。コロ

ナのため面会できない。クラブから見舞金 1

万円を贈っている。奥様が会費を入金してく

れている。（湯浅）  

 ⑷ 45 周年の会費積立の件 
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   45 周年に向けて毎年 1 万円ずつ積み

立てて 5 年で 5 万円にすることを，次年度に

検討すべき。（栗原） 

  →祭り事は行ったほうがよい。（森井） 

  →積立実施の方向で全員同意。 

 

 

♦出席報告 

 

湯浅会長へ竹内親睦委員より花束贈呈 

 

髙岡幹事へ松長会員より花束贈呈 

 

 

 

♦次週プログラム 

7 月 5 日（月）新年度を迎えて 

        新井会長、芝幹事  

定例理事会① 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 

３９名 ３６名 ３名 ２４名(免２名含) ６３・１６％ ５２・６３ 

本日欠席者 大和田君、木本君、後藤君、関根君、瀬戸君、高科君、外丸君、羽原さん、 

馬場君、松尾君、村井さん、森君、山田君、吉田君   
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スマイル BOX 

湯浅会長 

皆様、お元気そうで何よりです。ｺﾛﾅにふりまわされた

一年でしたが、何とか会の運営ができました。 

髙岡幹事には深く感謝します。 

会員の皆様ありがとうございます。 

髙岡幹事 

お世話になります。一年間どうもありがとうございま

した。ご協力ご支援にあつく御礼申し上げます。 

相原君 

湯浅年度の理事さん方一年間ご苦労さまでした。 

ｺﾛﾅ禍の中、みなさんとお会する時が少なかったので

すが今日は久し振りの最終例会です。 

食事をしながら楽しんで下さい。 

青木君 

湯浅会長、髙岡幹事ご苦労様でした。 

きっと一年終ってほっとされている事でしょう。 

阿部君 

湯浅会長、髙岡幹事一年間お世話になりました。 

新井会長,芝幹事楽しい一年間を宜しくお願いします。 

新井さん 

湯浅会長、髙岡幹事 1 年間本当にお疲れ様でした。 

次年度、よろしくお願い申し上げます。 

大澤君 

1 年間ありがとうございました。 

入澤さん 

湯浅会長、髙岡幹事、1 年間おつかれ様でした！ 

小倉さん 

会長様、幹事様、一年間おつかれさまでした！ 

ゆっくり休んで下さい。ありがとうございました♡♡ 

川島君 

お世話になります。 

倉田君 

今年度、一年間ありがとうございました！ 

栗原君 

湯浅、髙岡丸(まる)、ｺﾛﾅの中一年間御苦労さんでした。

来年度の新井,芝丸(まる)、宜しくお願いします。40 周

年を振り返って色々な友達が出来た事感謝です。 

 

芝君 

お世話になります。皆様、お久しぶりです。 

海の工事で中々参加できませんが、来週からまた宜し

くお願いします。 

陣内君 

お世話になります。1年間お疲れ様でした。 

竹内さん 

久し振りに皆様に元気でお会いできてうれしいです。

ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰの皆様、卓話楽しみにしています。 

中川君 

お世話になります。皆さんお元気で何よりです。 

永松君 

1 年間ありがとうございました。ﾛｰﾀﾘｰ漬けの 1 年で

したが、来年度もﾛｰﾀﾘｰ漬けになりそうです。 

沼野井君 

最終例会です。宜しくお願いします。 

今日で SAA 委員長もさいごです。 

長谷川君 

ひさしぶりのﾘｱﾙ例会ですね。皆様、お元気でお過ご

しですか、来期も宜しくお願い致します。 

深井君 

1 年が早くすぎました。 

親睦委員会もほとんどの行事が中止になり、早く元に

もどるように祈ります。 

湯浅会長、髙岡幹事 1 年間お疲れ様でした。 

親睦委員の皆様 1 年間ありがとうございました。 

松長さん 

湯浅会長、髙岡幹事、1年間お疲れ様でございました。

次年度、皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

森井君 

ｺﾛﾅ禍の中、湯浅会長・髙岡幹事殿、お疲れ様でした。

40 周年は式典のみでしたけど皆様有難うございまし

た。湯浅様・髙岡様と会員皆様、有難うございました。 

安田君 

久し振りのﾘｱﾙな例会、楽しみです。 

最終例会、みなさんおおいに楽しみましょう。 

山根君 

湯浅会長、髙岡幹事、大変な年に御苦労様でした。 

  

スマイル BOX  本日￥57,000.- 累計￥6470,013.- 


