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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

1 週間お元気でお過ごしでいらっしゃいました

か？ 

緊急事態宣言下、５７年ぶりの東京でのオリン

ピックがとうとう開幕となりました。 

今朝 9：00 から江の島では湯浅前会長はじめ中

川さん、竹内さん、松長さんがヨット会場での

メイキャップブースでのうちわ配りの奉仕活

動に参加してくださっています。 

暑い中本当にありがとうございます。熱中症に

気を付けてよろしくお願いたします。 

開幕後、金曜日からこの数日ずっと、オリンピ

ック選手の熱い戦いに夢中になっております。 

開会式の２００か国以上の入場行進を見て、改

めてこんなにも知らない国が沢山あるのかと

自分の無知を多い知らされた思いでした。ロー

タリーも世界の２０１か国にありますが、オリ

ンピックの「公平性」や「平等性」「世界平和の

理念」はロータリクラブの精神ととても近いも

のがあると感じています。どの国のロータリア

ンもいろいろな思いで開会式を見ていたこと

と思います。また、今回の開会式のキーワード

は「多様性」にあって、ここでも最近のロータ

リーと重なる方向性を感じました。 

本日はロータリー奉仕デーの実行委員会の阿

部委員長に卓話をしていただきます。何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

 

例会日■2021 年 7 月 26 日(月) 会場■ZOOM 例会  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 

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     コロナ禍で無し 

 奉仕の理想  

 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：阿部剣朗奉仕デー実行委員長  

   永松秀行奉仕デー実行副委員長 

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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◆本日のプログラム   

7 月 26 日に ZOOM 例会が行われました。 

まずは参加者から一人ずつ近況の報告をして

もらいました。 

栗原会員、羽原会員、松長会員は江の島から参

加いただき、現地の様子だったり、うちわの配

布状況などを伝えてくれました。 

今日は藤沢南ロータリークラブではオリンピ

ックのボランティアの一環としてうちわくば

りをしています。 

9 時から開始してやく 240 枚のうちわを配って

いる状況のです。 

本日はロータリー奉仕デイ実行委員長の阿部

会員による卓話になります。 

事業内容に関してお話をしていただきました。 

また先週の木曜日（21 日）に辻堂少年サッカー

チームより、カンボジアへの寄付でサッカーシ

ューズをたくさんいただきました。 

ありがとうございます。 

 

 

実行委員長 阿部　剣朗

副委員長 永松　秀行

クラブ会長 新井　智代

クラブ幹事 芝　直也

会計 吉田　旦良

顧問 相原　利夫

委員長 後藤　康太 委員長 湯浅　博文 委員長 森井　信太 委員長 山根　博正 委員長 大澤　尚武

副委員長 松長　由美絵 副委員長 木本　己樹彦 副委員長 沼野井　連 副委員長 小倉　惠子 副委員長 青木　小四郎

陣内　隆行 高科　建治 倉田　裕一 　栗原　義夫 友野　喜一

深井　正道 川島　進 大和田　章夫 長谷川　正明 松尾　省三

森　　薫雄 入澤　淑江 瀬戸　良光 安田　庸秀 小林　誠

高岡　輝征 羽原　淑恵 村井　晴子 関根　滋廣

竹内　陽子 中川　貴博 山田　秀幸

馬場　清志

※各委員会は連携して決めてゆく。

実行委員 実行委員会

幹事

記念事業進行

かながわ湘南

会長

幹事

イノベーション ゲートウェイ湘南

会長会長

幹事

ふじさわ湘南

会長

幹事

アーカス湘南

式典会場設営

案内看板・舞台看板

受付名札・席次名札

会場備品

来賓名簿

来賓役員リボン・腕章

ハートオブゴールド有森氏依頼

式典会場確保・進行

懇親会場確保・進行

式典内容と式次第

（各学校連携企画）

記念事業企画・準備

会長

幹事

委員 委員

ロータリー奉仕デー実行委員会　組織図 2021.07.23

藤沢

会長

幹事

藤沢東

会長

幹事

藤沢西

会長

幹事

藤沢北西

企画・運営委員会 接待委員会 記録・記念誌委員会式典・懇親会委員会

委員 委員

設営委員会

委員

記録来賓選考・接待

記録写真・記念誌作成

パンフ・チラシ・案内状の印刷

パンフ・チラシ・案内状の印刷

駐車調査・案内

記録写真・記念誌作成

受付
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2021 年～2022 年 7 月 26 日例会資料 

  ロータリー奉仕デイ実行委員会   

実行委員長   阿部 剣朗 

副実行委員長  永松秀行   

実行委員    藤沢南 RC 全会員 

１、事業目的 

次年度(2021 年 7 月～2022 年 6 月)RI 会長の

シェカール・メータさん（インド、カルカッ

タマハナグル RC）の RI 会長テーマは、 

 「 奉仕しよう  みんなの人生を豊かにす

るために 」です。 

会長テーマを 「行動を呼びかける言葉」 

にするために「奉仕」に「しよう」をつなげ

たとのことです。 

そして全世界のクラブに「ロータリー奉仕デ

ー」の実施を求めています。 

第 2780 地区次年度ガバナーの田島透氏は各

グループの会長に今年度は IM ではなくて、

「ロータリー奉仕デー」の実行を求めていま

す。 

第３グループは田島ガバナーエレクトの意

思を元に「ロータリー奉仕デー」の実行をし

たいと考えています。 

２、事業内容 

イ、藤沢南クラブが従来より実施している

「使用済み上履きの寄付」を考えています。 

これは湘南学園さんから使用済みの上履き

を集め有森裕子氏が代表をしている NPO 法

人「ハートオブゴールド」を通じて被災地、

熊本であるとかカンボジアへその上履きを

送り現地の子供たちに使用してもらおうと

いう活動事業内容です。 

この活動を第３グループ全体に広げて実

施したいと考えています。 

ロ、第３グループ内の他のクラブにも声掛け

して上履き、サッカーシューズ等を集めても

らう。 

３、藤沢南クラブの全メンバーが実行委員会メ

ンバーになりますので、皆様のご理解ご協力

をお願いします。 

４、実施時期 

田島ガバナーエレクトのお考えでは地区大

会を 2022 年 3 月に行いその地区大会の場で

各グループに発表してもらいたいとの事で

あります。 

2 月 12 日にミナパークにて有森裕子さんを

お呼びして使用した上履き等をカンボジア

等へ送って海外の子供たちに使ってもらう

意義についてお話しいただく。 

５、RI から要請されているロータリー奉仕デー

の実施の要件 

イ、２つ以上のロータリークラブ、インター

アクトクラブと合同で実施する 

   ――――第３グループ全体のクラブ、湘

南学園のインターアクトクラブとの合同企

画になります 

 ロ、ロータリーの６つの人道的奉仕の重点分

野のいずれかと一致すること 

   ――――基本的教育の向上に一致する 

 ハ、イベント参加者の 25%はロータリー会員

ではない人達を巻き込むこと 

 ニ、イベントの関心を高めるために少なくと

も一つのメディアなどに取材をお願いする

こと 

 ホ、実施日はロータリーの特別月間に合わせ

る。 

へ、女子のエンパワーメントを優先的にとり

こんだ企画とする。 

エンパワーメントとは潜在的な能力を引き

出す力、潜在的能力を発揮する力                  

ト、地元企業、地域団体、藤沢市と協力して

行うこと。 

６、2 月 12 日のイベントについて 

 イ、場所：ミナパーク 6 回多目的ホール１，

２，３、及び控室、実行委員は 12 時集合 

 ロ、午後 1 時開始 1 時～1 時 40 分：セレモ

ニー、1 時 40 分～3 時：有森裕子様の講演、

3 時半～5 時：懇親会、 

 ハ、午後 6 時、撤収 

７、上履き、スポーツシューズの集め方 

イ、各メンバーの事業所にポスターを貼り、

シューズを集めている呼びかけをする 

ロ、シューズ集めにメンバーが動く 

ハ、集めたシューズを洗浄する 
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ニ、綺麗になったシューズをハートオブゴー

ルド（有森裕子さんの団体）を通じて海外の

お子さんたちへ送る 

８、およその役割分担案、永松秀行副実行委員

長 

以上 

 

 

♦他クラブ例会休会及び変更 

コロナ蔓延防止発令を受けて 

茅ヶ崎湘南 RC7/28、8/4、8/18(水)休会(定款第

7 条第 1 節(ｄ)項(3)による) 

      8/11(水)休会(クラブ定款) 

綾瀬 RC8/3、17(火)通常例会 12:30~30 分程度 

   8/10(火)休会(定款による) 

   8/24，31(火)通常例会 12:30~時間は未定 

茅ヶ崎 RC 8/5、8/19(木)休会（定款 7-1-） 

      8/12(木)お盆休会 

 

 

♦次週プログラム 

8 月 2 日(月)12:30～ ZOOM 例会 

卓話：木下悠さん(ROTEX,フランス 2018~19) 

   市川智尋さん(ROTEX,ドイツ 2019~20) 

 

 

♦出席報告 

＊訂正 7/12 第 1834 回、欠席者馬場君でなく、

松長さんに訂正です。 

 

 

 

 

 

 

♦7/22 辻堂少年サッカー大会へ 

新井会長、松長社会奉仕委員長、木本社会奉仕

副委員長の 3 名で協賛金を贈呈致しました。 

 

  

 

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 ２５名(免２名含) ６５・７９％ ６２・１６ 

本日欠席者 小倉さん、木本君、関根君、瀬戸君、高科君、沼野井君、長谷川君、馬場君、 

松尾君、村井さん、森君、山田君、吉田君、   

スマイル

BOX 

  

スマイル BOX 累計￥6890,013.- 

  

 


