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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

三週間ぶりの例会となります。お元気にお過ご

しでいらっしゃいましたか？ 

この間のコロナの感染拡大はすさまじく、とん

でもない人数の感染者が出ております。皆様の

ご家族・従業員の皆様のご無事を祈るばかりで

ございます。 

さて、そんな中でも先日は会長幹事会が Zoom

開催され、ロータリー奉仕デーの実行委員会か

ら阿部実行委員長・永松副実行委員長にご出席

いただきました。 

 

 

お二人には、改めて 9 クラブの会長幹事に対し

てロータリー奉仕デーのプレゼンしていただ

きました。 

これで第 3グループ内の気持ちも一気にまとま

って参りました。ありがとうございました。 

本日はクラブの皆様とともに進捗状況を確認

して参ります。実りあるロータリー奉仕デーに

なりますよう活発なご意見をお願いいたしま

す。 

もうひとつご案内がありますが、先日「日本ロ

ータリー100 年史」という大変立派な百科事典

のような書籍がクラブ宛に送られて参りまし

た。とても充実した内容で、聞いてことはある

けれど…というようなロータリーの歴史が詳

細にわかりやすく刻まれていて圧巻です。現在、

私の手元にありますがご覧になりたい方はお

声がけください。 

これから例会のたびに内容を抜粋して皆様に

お伝えしていきたいと思っております。 

では本日もよろしくお願いいたします。 

 

 

♦来賓ビジター 

 

例会日■2021 年 8 月  23 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 

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      

   

 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：奉仕デー実行委員会 

（阿部委員長以下担当委員） 

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   

本日の卓話は、阿部委員長より、ロータリー奉

仕デーについての報告でした。 

後援依頼は、すべての団体からお返事を頂きま

した。 

靴の寄付が想定より集まりそうで、その場合保

管などの検討が必要です。など。 

また、コロナ禍での開催方法について、皆で意

見を出し合いました。 

会員からの近況報告では、最長老の相原会員よ

り、オリンピックでは、卓球の混合ダブルスの

逆転勝利に大変感動したとの事でした。何事も

辛抱強くあきらめず頑張りたいとの事でした。 

また、大澤会員からも、大変な時だが、しっか

りとやるべき事をやりましょうと、皆さんポジ

ティブでとても嬉しく、温かい空気になりまし

た      

 

新井会長 

ロータリー奉仕デーに向けて活発に意見を交

わして参りましょう。コロナ感染が急激に拡大

しています。みなさん、ご家族、関係者のご健

康を祈ります。 

新しいロータリー手帳が出来ました。 

ロータリー日本 100 年史がクラブに届いてい

ます。 

 

芝幹事 

例会場が使えないため、9 月は zoom 例会にな

る。今後例会場の検討も必要では。 

社会奉仕委員会 

寄贈するオーブンを発注しました。 

 

親睦委員会 

来週の夜間例会予定は、ZOOM 夜間例会を夜 8

時から 1 時間の予定。 

参加お願いします。 

 

プログラム委員会 

例会プログラムの変更があります。事務局から

配信される最新の予定表を参考にしてくださ

い。 

次回は zoom 夜間例会です。各々ご自宅で美味

しいお酒をご用意ください               
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＜ロータリー奉仕デー フォーラム議事録＞ 

 

日時：２０２１年８月２３日 １３：００～ 

場所:於藤沢南ロータリークラブ ZOOM 例会内 

 

１．予算の件 

阿部委員長より予算の概要説明 

地区から１００，０００円  

第３グループ会員数２２９名×７０００

円＝１，６０３，０００円 

交通費８名×５０００円＝４００００円  

ポスター制作費 １００，０００円（税込） 

シューズ輸送費(洗浄費用含む)1 足 150 円 

例年、湘南学園様だけで３００足なので、

どの程度になるか？ 

集まり過ぎた場合、次年度以降にまわすか

検討課題。 

今回の奉仕デー時は、約２０万円（洗浄費

用含む）の予算を見込む。 

当初予定していた、立食形式のイベントで

約９０万円の予算があるが、コロナの影響

で食事の提供を中止した場合、その予算を

他に充当することも検討することになり

ました。（実行委員会にて要検討） 

イベント開催が中止された場合の

YouTube 配信も検討しているが、その際の

費用が如何程になるか質問。 

永松副委員長より、ZOOM であれば１００

名迄は無料。 それ以上を見込む場合に、

他の配信方法を採用した場合でも、多大な

費用は掛からずに実施できると  

 の回答がありました。 

 

２．２０２２年２月１２日  ロータリー奉仕

デー当日の件 

  阿部委員長より状況説明  

  ミナパークの予約は確保済み。 

  １１月１４日までのキャンセルであれば、

キャンセル料無料。 

  １２月１４日の場合は、２割（３４，００

０円）のキャンセル料が発生する為、１１ 

  月１４日（応当日は日曜日なので、実際に

は１２日？※ミナパーク事務局に要確認）

までに実施可否の判断をすべきとの提案

がありました。  

  １１月１４日時点で、神奈川県内の１日あ

たり感染者数３００名をボーダーライン

としたい。 

  （松長会員）藤沢市の後援としては、イベ

ント自体に後ろ向きなので、仮に実施判断

を下した場合においても、その後の状況如

何によっては、変更・中止を検 

   討して頂く可能性もあるとの意見があ

りました。 

  （永松副委員長、青木会員）１１月１４日

（１２日？）判断で了承。 

  （新井会長）中止の判断となった場合にお

いても、有森様の講演は伺いたい意向。会

員皆が集合するのは無理でも、無観客、若

しくは各クラブの会長・幹事だけでも参加

の上、実施できる方法（YouTube、フェイ

スブックライブ、ＬＩＮＥライブ、インス

タ、ツイキャス等、その他）を検討して欲

しい要望がありました。 

 

３．その他 

栗原会員より、教育委員会の公聴会の日程

が９月２日（村岡中学校）、９月６日（御所

見中学校）にあるとのことで、カンボジア

靴寄贈プログラムの依頼を永松 

 副委員長が訪問することになりました。 

 

森井会員より、印刷物予算の１０万円に記

念誌の予算が含まれているかの確認があ

りました。現状では、ポスター・パンフレ

ットの作成費用しか含まれていない。 

当クラブの４０周年記念誌作成時には、約

６０万円掛かったとの事。 

（阿部委員長）今回の記念誌には、そこまで

の費用計上は難しいことが予測され、作成

しない、若しくは簡易的な冊子を作製する

ことも検討課題になりました。 
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新井会長より当日開催された場合、掲示板

（ミナパーク内や入口、誘導看板等）の作製 

費用も必要になるであろうとの意見もあ

りました。 

阿部委員長より「国際ロータリー２７８０

地区 第３グループ奉仕デー」の横断幕は、

１０，０００円で予算計上されているとの

ことです。 

 

 

♦他クラブ例会休会及び変更 

藤沢北西 RC 9/2，9(木) 取止例会 

大和 RC 9/7(火）取止例会 

（メークアップの受付はありません） 

茅ヶ崎 RC9/2、9、16、30(木)ZＯＯＭ例会、

23(木)祝日休会  

 

 

♦次週プログラム 

8月 30日(月) PM8:00～9:00ZOOM例会 

夜間親睦例会 髙岡親睦委員長 

 

 

 

 

 

 

♦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 

３９名 ３６名 ３名 １９名(免１名含) ５１・３５％ ６５・７９ 

本日欠席者 入澤さん、大和田君、小倉さん、後藤君、陣内君、関根君、瀬戸君、髙岡君、 

高科君、沼野井君、長谷川君、羽原さん、馬場君、松尾君、村井さん、森君、 

山田君、吉田君      メーク：竹内さん、湯浅君 

スマイル BOX  累計￥689,013.- スマイル

BOX 


