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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

お元気にお過ごしでいらっしゃいましたか？ 

とうとう、緊急事態宣言が解除されました。こ

れでやっと皆様と例会でお目にかかれる…と

思っておりましたが、残念ながら車屋さんは 10

月いっぱい大人数での会食はお断りしていま

す、とのことで本日も Zoom例会となりました。

会場調整のため倉田プログラム委員長も何度

も車屋さんに足を運んでくださいまして、あり

がとうござました。 

実は車屋さんによりますと、三笠会館が閉館と

なったため、三笠会館で会合をもたれていた藤

沢ライオンズクラブさんが車屋さんで会合を 

 

 

されるようになったとのこと。ライオンズさん

にもお断りをする関係で、公平を保つためにも

ロータリーさんも誠に申しわけないですが 10

月中は会場を提供できないです、会員の皆様に

くれぐれもよろしくお伝えくださいと支配人

の菊池さんからの伝言です。 

さて、本日は椋梨ガバナー補佐にご訪問いただ

いております。 

車屋さんでお迎えしたかったのですが本当に

残念です。こういった形になってしまい申し訳

ございません。 

私、個人的に椋梨ＡＧは「とても親しい友人」

だと勝手に思っております。 

私が幹事を務めさせていただいた際、会長の青

木さんから「新井さん。ロータリーの素晴らし

さは何といっても人との出会いだよ？」と教え

ていただきました。 

まさに、椋梨ＡＧとの出会いは私の人生にとっ

て貴重なものでした。 

最初にお目にかかったのは、7 年前留学生のソ

ルベ君のカウンセラーになったとき、椋梨ＡＧ

が青少年交換委員でいらっしゃって、何も知ら

ない私に手とり足取り、交換留学生のお世話の

仕方をご指導いただきました。 

椋梨 AG は長年、カンボジアでの歯科検診の奉

仕活動を続けていらっしゃいます。 

多方面に渡りご活躍で、大阪へ漢方の歯科の講

演に通われたりもすれば、私に「馬」のことを

いろいろと教えてくださったりもしています。

ご自身の馬を持たれている馬主でもいらっゃ
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プログラム 

開会点鐘 ·········· 新井会長 

四つのテスト         芝幹事 

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 

 君が代  

 藤沢南 RC の歌 

会長挨拶 ·········· 新井会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：椋梨兼彰ガバナー補佐様（藤沢 RC）  

閉会点鐘 ·········· 新井会長 

http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp
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います、藤沢南ロータリー「馬部」の面々も競

馬場の普段入れない馬主席や厩舎に案内して

頂いたりお世話になりました。 

いろんなことがございましたが、椋梨 AG と出

会い、ともにいろんな事柄を共同作業で乗り越

えてきた実感がございます。共同作業をすると

深い友情が生まれます。ロータリーならではの

友情だと思っております。 

本日はガバナー補佐としてご活躍中の椋梨 AG

のお話を伺えることを本当に楽しみにしてお

ります。よろしくお願い申し上げます。 

 

♦来賓ビジター 

椋梨兼彰ガバナー補佐様（藤沢 RC） 

 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）     （結婚記念祝） 

友野     23 日   瀬戸      2 日 

（配偶者誕生日祝）   馬場     7 日 

永松      7 日   長谷川    22 日 

山田      9 日   山根     25 日  

 

◆本日のプログラム 

10 月 4 日（月）に ZOOM例会が行われました。 

■会長挨拶 

緊急事態宣言がやっとあけました。 

本来であれば、集合して例会が行われるかなぁ

と思いましたが、車屋さんが 10 月いっぱい大

人数での会食が出来ないとのことでした。 

本来であれば椋梨AGをおむかえしたかったの

ですが、とても残念です。 

 

■幹事報告 

秩父宮体育館の団体登録ができました。 

○地区大会の報告 

先週に実行委員会の集まりがありました。 

第三グループ、藤沢南ロータリークラブの担当

は来賓接待になります。 

3 月 20 日が鎌倉パークホテル 

3 月 21 日が藤沢市民会館 

来賓設定においてお手伝いしていただける方

を 4,5 名お願いしたいと考えておりますのでお

願いいたします。 

 

 

○プログラム委員会 

今月いっぱい車屋が使えません。 

11 日 財団委員からの卓話。ZOOM 例会 

18 日 夜間例会は未定 

25 日 田島ガバナーの訪問。ZOOM ではなく

会場でやりましょう 

11 月はおそらく車屋でできるかもしれないが、

今のところはわからない状態です。 

○地区の戦略委員会 

10 月号の月信が出た。横須賀ロータリークラブ

へのインタビュー記事がありますので是非お

読みください。 

椋梨ガバナー補佐からの卓話になります。 

  

 

    

 

   



 

3 

藤沢南第 1843 回 

回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

 

 

自己紹介から始まり、動物占い、地区行動目標、

講堂計画について話してくださいました。 

今日はありがとうございました。 

 

♦定例理事会④ 

2021～22 年度 藤沢南 RC 第 4 回 定例

理事・役員会 議事録 

日時：２０２１年１０月４日１３時３０分～  

場所：Zoom 利用したハイブリッド形式でのオ

ンライン上 

出席者: 新井 芝 湯浅 後藤 永松 倉田 

阿部 安田 入澤 青木 羽原 高科 

議題 

1. 地区大会の概要について 

地区大会担当中川会員より提案説明 

３月２０日、２１日開催予定。  

当クラブは接待担当なので、５名ほど応援が欲 

しいとのこと。 

現在、藤沢市民会館で検討しているが、コロナ 

の影響で実施できるか確定していない。 

今後も継続して、随時報告をして頂くことにな 

りました。 

2. 休会扱い時の会費について 

新井会長より提案説明 

現在、休会会員の会費は半額の１万円としてい 

るが、規約に明文化はされていません。 

特に明文化することなく、その都度、理事会等 

で決定していくことを継続していこうと思い 

ます。 

現在も休会状態の継続を申込受けた会員が居 

るが、今回も半額の１万円で如何でしょうか。 

→全会一致で承認となりました。 

3. ガバナー訪問時の会場について 

新井会長より提案説明 

１０月２５日のガバナー公式訪問の例会方法 

に関して、車屋さんが利用できないのが、 

ZOOM 例会にはせず、ガバナー事務所にて実施 

したい旨、説明がありました。 

→全会一致で承認となりました。 

また、弁当の用意を求められたので、吉田会員 

に一個あたり約２０００円の予算で依頼した 

い旨、説明がありました。 

→発注、予算共に全会一致で承認となりました。 

注）会長・幹事・理事・役員・地区出向者は 

１１時に集合。 

事前に飲み物の用意等、協力要請がありました。 

例会後、ガバナーとの懇親会を１４時３０分ま 

で行う予定。 

会場は１０時～１５時まで予約する予定。（新 

井会長にて変更要請して頂けることになりま 

した） 

4. 会長エレクト指名委員会の立ち上げについ 

て新井会長より提案説明。 

森井会員に委員長の依頼をして、御了承頂けた 

とのこと。 

今月中に委員会を立ち上げていただき１１月 

第２週の年次総会にて次年度会長を指名する 

こととし、委員会のメンバーの選任は森井委員 

長に一任することになりました。 

→全会一致で承認となりました。 

5. その他 

Ⅰ．深井親睦副委員長より提案説明。 

１０月１８日に予定されている夜間例会に関 

して、緊急事態宣言は明けたが、規制に状況を 

鑑みて実施するかどうかを検討している状況。 

羽原会員のお店にて、４名ごとの席にして頂き、 

対応を依頼しておりますが、過去の夜間例会の 

出席率が低調な為、親睦委員会にて再度検討し、 

皆様が出席しやすい例会にできるよう工夫し 

て頂く事になりました。 

大海さんのお店の予約状況もあるので、早めに 

結論を出して頂く事になりました。 

Ⅱ．倉田ブログラム委員長より質問 

１０月１１日開催予定の企画担当は、湯浅副委 

員長になるのか、大和田委員長になるのか質問 
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がありました。 

湯浅副委員長より、大和田委員長が出席対応す 

るとの回答がありました。 

Ⅲ．永松会員より報告がありました。 

委嘱状はまだ届いておりませんが、来期のＡＧ 

になることが決定しました。 

つきましては、阿部会員がＡＧをされた時と同 

様、アシスタントの協力を仰ぎたいとの要望が 

ありました。 

新井会長より、以前、松長会員に依頼したとこ 

ろ、応諾を得たとの回答がありました。 

Ⅳ．芝幹事より提案説明 

１０月中の例会に関しては、車屋さんが利用で 

きない為、夜間例会、ガバナー訪問時の例会を 

除き、ZOOM を利用したハイブリッド例会にす 

ることを上程。 

→全会一致で承認となりました。 

 

♦9/27 クラブフォーラム議事録 

第１８４２回 ZOOM 例会 議事録  

 ２０２１年９月２７日（月） 

卓話の議事録  

 ＜ロータリー奉仕デー実行委員会＞ 

 阿部実行委員長、永松実行副委員長 

1、今までの作業の確認 

使用済みの上履き、使用済みのサッカーシュー

ズを有森裕子氏代表の 

ハートオブゴールドを通してカンボジア他の

子供たちに送る事業 

① 奉仕事業内容の変更 

 使用済みの上履き、使用済みのサッカーシュ

ーズをカンボジアに送る 

 変更後決定事項 ⇒ ・使用済みのランニング

シューズ（状態の良いもの） 

 ・使用済みのサッカーシューズ 

 ・固形石鹼 

・未使用タオル 

この 4 つを集める 

② 奉仕事業への名義後援頂いた 5 団体 

 ・藤沢市 

 ・藤沢市教育委員会 

 ・藤沢商工会議所 

 ・藤沢商工会議所 女性会 

 ・一般社団法藤沢青年会議所 

③ 実施日時、場所について 

 2022 年 2 月 12 日（土） 13：00～17：00 

 藤沢商工会議所ミナパーク 6 階 

変更後決定 ⇒ 秩父宮体育館 4 階軽体育館室

（50 名まで可） 

栗原先生に仮予約してもらっている 

『理由』 

・ミナパーク使用料が１７万かかる 

 キャンセル料無料が 2021 年 11 月 14 日迄 

キャンセル料半額が 2022 年 1 月 13 日迄 

このためこのコロナ禍で感染者が急増した場

合の実施の決定が良いのかなどの不安をなく

すため 

・秩父宮体育館の方はコロナ対応下でも 50 名

までは可能なため 

・秩父宮体育館は料金も 5 千円と安いため 

2、新たな作業確認 

新井会長からの「クラブの会長、幹事だけの参

加、及び YouTube、FB、LINE、LIVE 

などの配信を検討してほしい」の意見をうけて 

デジタル化推進委員会の辻彰彦委員長へお願

いする。 

機材３万程度、スタッフ５万程度、通信費２万

程度、合計１０万程度と 

費用が発生するがリスク面を考えるとお願い

した方が良い 

これを受けて 

・永松副委員長へお願い 

 「YouTube 配信委員会」の創設お願いいたし

ます。 

 

♦次週プログラム 

10 月 11 日（月）卓話：田後地区財団資金推

進委員会委員長様  

 ZOOＭ例会12:30～ 大和田R財団委員長 

      湯浅地区財団資金推進委員会委員 
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♦出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦他クラブ例会変更及び休会 

大和 RC 10/5(火)振替休会、3(日)やまと児童

絵画コンクールに振替 

    10/12，19，26(火)通常例会 

茅ヶ崎 RC 10/7(木)オンライン例会 12:30 点

鐘 

      10/14，21(木)プログラム通り開催 

      10/28(木)18:00 点鐘コルティーレ

茅ヶ崎(直前会長幹事慰労会、池上会員皆出席

50 周年祝賀会ほか) 

寒川 RC 10/4，18，25(月)通常例会 18:30 点

鐘 

     10/11(月)休会(クラブ定款) 

     10/24第 4G世界ポリオデー祈祷祭、

寒川神社 9 時集合祈祷 

     11/1(月)休会(祝日週) 

あやせ RC 10/5、19，26(火)通常例会 

      10/12(火)休会(クラブ定款）  

 

 

 

 

 

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１名含) ６４・８６％ ５９・９６ 

本日欠席者 大和田君、小倉さん、小林君、関根君、瀬戸君、髙岡君、高科君、沼野井君、 

馬場君、松尾君、村井さん、森君、山田君、  

スマイル

BOX スマイル BOX   累計￥689,016.- 


