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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

２週間ぶりの例会へのご参加ありがとうござ

います。 

丁度２週間前の例会で、私はウクライナ問題が

心配だ…などという呑気なスピーチをさせて

いただきました。ところがたった２週間でこの 

 

 

現実の世界の中でとんでもない戦争が始まっ

てしまいました。この２週間、人は戦争という

名前の元に人殺しを繰り返しています。孫のよ

うな子供たちが「死にたくない」と泣いたり、

父が戦いに行くのを涙ながらに別れる家族の

姿を、美しい街並みががれきでいっぱいになる

毎日の報道を見て、心がしめつけられるように

苦しくなります。 

深刻化するウクライナでの人道的危機への対

応として、ロータリー財団は現在、ロータリー

地区が実施している救援活動を支える資金を

世界中のロータリー会員が寄付することので

きる正式な窓口として、災害救援基金を指定し

ました。ウクライナと国境を接する指定ロータ

リー地区とウクライナ国内のロータリー地区

は、5 万ドルまでの補助金を申請できます。こ

れらの補助金は、水、食料、医療品といった救

援物資を含め、この危機による難民や被災者の

支援に利用できます。ご意思のある方はぜひ、

こちら基金への支援をお願いいたします。 

皆様、ご存じかと思いますが国連難民高等弁務

官（UNHCR）のリーダーを務められた緒方貞

子氏は第二次世界大戦後、国際関係に関心を抱

き、米国ワシントン D.C.のジョージタウン大学

大学院へ留学、1951 年、日本人として 2 人目

のロータリー国際親善奨学生となりました。 

「『超我の奉仕』というロータリーのモットー

に深い感銘を受け、以来、これが私の人生の指

針となってきました」と後に語っておられます。 

この度の戦争による難民は５００万にの上る

例会日■2022 年 3 月 7 日(月) 会場■ZOOM   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 ·········· 新井会長 
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会長挨拶 ·········· 新井会長 

各委員会報告 
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テーマ＜ゴルフあるある＞ 

閉会点鐘 ·········· 新井会長 

http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp


 

2 

藤沢南第 1861 回 

回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

と懸念されています。戦争から逃れて難民とな

った人々を、ロータリーが緒方貞子氏の理念を

ついで支えていくことができますように。 

話は少し変わりますが、今週３月 10 日に秩父

宮体育館で第３グループロータリー奉仕デー

「カンボジアまごごろお届けプログラム」のサ

ッカーシューズや石鹸・タオルの荷造り作業を

行います。大変量が多いので効率的に作業を進

めたいと思います。後ほど当日のスケジュール

など詳細をお伝えしますが、ご協力の程何卒よ

ろしくお願いいたします。 

では本日の例会も宜しくお願い申し上げます。 

♦来賓ビジター 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）    （配偶者誕生日祝） 

入澤        5 日  沼野井   11 日 

松尾     5 日  川島    11 日 

             松尾    13 日 

（結婚記念祝）     後藤    18 日 

 湯浅     1 日  芝     22 日 

 吉田     30 日  羽原    24 日 

            阿部    29 日 

◆本日のプログラム 

令和 4年３月７日ＺＯＯＭにて例会が行われま

した。 

新井会長より 2週間前にウクライナ情勢が心配

だとお話したばかりですが、この 2 週間で世界

は大変なことになってしまいました。人が人を

殺し合うという悲惨な事が起きています。こん

な時ロータリーはどういう活動ができるかと

言うと、ロータリー財団へ寄付をする事で、被

害に遭われた方々を支援する事ができます。ク

ラブでまとめるか等は、また理事会で話合いた

いと思います。とのお話がありました。本当に

この恐ろしい戦争を早くやめてほしいです。平

和を祈りたいです。 

倉田プログラム委員長より、来週の例会が

zoom に変更になった為、森井会員が zoom の

環境がない為延期。代わりの卓話者は理事会で

決定します。 

竹内国際奉仕委員長より、昨日 zoom にて地区

の国際奉仕委員長会議に出席。今できる国際奉

仕を考えさせられました。 

１０日のカンボジアへの靴の配送ですが、佐川

急便でチャーター便を手配しました。 

永松 AGE より来年度にむけて、クラブ細則の

見直し確認が必要です。 

新井会長より１０日の手順役割の確認。メール

で皆様に送られていますので今一度ご確認を

お願いします。 

本日の卓話は安田SAA委員長ゴルフあるある。 

   

安田委員長の会社 HOG に所属の島野璃央選手

のご紹介から、JGA、PGA、JGTO、JLPG の

組織の違いや、いまや女子の賞金女王が男子賞

金王より稼ぐという現実。女子のプロアマ戦で

はプロとの距離が近く人気を押し上げる要因

になっているというお話等。プロとの記念撮影

での安田委員長の素晴らしい笑顔と叶姉妹に

は執事がいて、ティーアップも執事がするとい

うとてもレアなお話が印象に残っています。 

次回例会は３月１４日  １２時３０分より

zoom にて開催されます。 

それより前に❣️ 

３月１０日、秩父宮記念体育館、皆さまよろし

くお願いします。 
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♦定例理事会⑨ 

2021～22 年度 藤沢南 RC 第 9 回 定例

理事・役員会 議事録 

日時：２０２２年３月７日１３時３０分～  

場所：ZOOM 

出席者： 新井 芝 木本 永松 倉田 阿部 

安田 入澤 青木 羽原 竹内  

議題 

1. 今後の例会運営に関して 

倉田プログラム委員長より 

蔓延防止等重点措置の延長に伴い、３月１４ 

日を ZOOM 例会、２１日は地区大会、２８ 

日は振替休会となることを説明。 

１４日に予定していた、森井会員の卓話に関 

しては、森井会員が ZOOM での卓話は御遠 

慮したいとの報告がありました。 

青木会員より 

森井会員と連絡を取った際、青木会員宅にて 

例会参加してはどうか？ との提案をした 

とのこと。 

新井会長より 

その後、森井会員と連絡を取ったが、やはり 

ZOOM ではなく、皆さんの前で卓話したいと 

の回答があったとのこと。 

以上の経緯より、１４日の卓話者を誰にする 

か検討。 

倉田プログラム委員長より 

参加者全員の３分スピーチで如何か？ と 

提案がありました。 

↑全会一致で承認。 当日は、倉田プログラ 

ム委員長の仕切りで実施予定。 

2. 3 月 10 日ロータリー奉仕デー 作業実施に

関して 

新井会長より 

別添資料の通り、各会員の分担手配済み。 

3. 地区大会に関して 

新井会長より 

蔓延防止等重点措置の延長に伴い一部プロ 

グラムの修正が為された旨、報告がありまし 

た。 

御手伝いする会員の参加時間等は、改めて新 

井会長より指示を受けることになりました。 

 

4. ウクライナ支援に関して 

新井会長より 

現在のウクライナ情勢（ロシアによる侵攻） 

を受けて、藤沢南 RC としての支援を検討し 

ている。 

木本会長エレクトより 

仮に支援金等を送った際に、どのような利用 

のされ方（武器購入等）をするかがわからな 

い状態なので、クラブとして実施するのは、 

まだ時期早尚ではないか。 

永松ＡＧＥより 

木本会長エレクトの発言通り、南クラブとし 

て実施するのは問題があるので、地区やグル 

ープ等の上部組織からの指示が出るまで、待 

ったほうが良いのではないか。 

↑現段階ではクラブとして行動を起こさな 

いことで全会一致。 

5. 地区研修協議会に関して 

新井会長より 

配布されている「活動計画書」記載の日付（４ 

月１７日）ではなく、４月２９日に地区研修 

協議会が開催されます。 

来期の委員長に全員参加をして頂きたいの 

で、木本会長エレクトより来期役員メンバー 

の確定状況をされました。 

木本会長エレクトより 

概ね確定しているが、地区に報告をしたほう 

が良いかの質問がありました。 

新井会長より 

事前に確認をした上で報告したいので、確定 

後、一度確認させて欲しいとの回答がありま 

した。 

永松ＡＧＥより 

極力、全員出席して頂きたいとの要望があり 

ました。 

6. 6 月 11 日２G３G 合同チャリティーコンサ

ートに関して 

新井会長より 

ポスターが完成した報告がありました。  

リアル例会開催時に配布する予定です。 

３月１９日放映の番組、ハモネプを是非皆様 
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に見て欲しいとの要望がありました。 

7. その他 

竹内国際奉仕委員長より 

本年度のミサンガ基金で 

５００バーツ×６０名＝３０，０００バーツ 

（約１０５，０００円）の協力要請が来てい 

ますが、如何に対応すれば良いかとの提案が 

ありました。 

新井会長より 

本年度の予算において、２２６，８０１円の 

ミサンガ基金予算が計上されているので、 

そちらで対応できるとの回答がありました。 

注）予算消化に伴い、次年度以降で資金を検 

討する必要性もあります。 

↑全会一致で承認。 

木本会長エレクトより 

クラブ戦略委員会の件で報告。 

クラブ分析が進んだので、近日中に皆様に報 

告をする予定です。 

 

♦出席報告 

 

 

他クラブ例会変更及び休会 

藤沢 RC 3/9，16(水)休会（まん延防止等重点

措置延長のため） 

     3/23(水)地区大会振替、 

3/30(水)5 週目休会 

あやせ RC 3/8(火)取止例会 

3/15(火)取止例会 

(まん延防止等重点措置延長のため） 

     3/22(火)休会(祝日週) 

藤沢北西 RC 3/10、17(木)取止例会 

寒川 RC 3/7(月)ZOOM 例会 18:00 点鐘 

     3/14(月)休会（クラブ定款） 

 

♦次週プログラム 

3 月 14 日(月)卓話:参加者全員の３分スピーチ 

 ZOOM 12:30~  倉田プログラム委員長 

 

 

 

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 １７名(免１名含) ４７・２２％ ５２・７８ 

本日欠席者 大和田君、小倉さん、栗原君、後藤君、陣内君、瀬戸君、髙岡君、高科君、 

沼野井君、馬場君、深井君、松尾君、松長さん、村井さん、森君、森井君、 

山田君、湯浅君、吉田君   メイク＝永松君 

スマイル

BOX 
スマイル BOX 累計￥830,019- 

  


