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例会日■2020 年 7 月 6 日(月) 会場■隠れ里 車屋 開会点鐘■12：30
■http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujisawamrc
■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
高岡幹事ともども懸命に職責を務めます。
皆様のご協力よろしくお願い致します。

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
君が代
藤沢南 RC の歌
ソングリーダー ······ 青木会員
会長挨拶 ········· 湯浅会長
各委員会報告
本日のプログラム
新年度を迎えて：湯浅会長所信、髙岡幹事
乾杯：相原会員（ノンアルコールビール・・）
アクマド君（米山奨学生）へ 7 月分奨学金
閉会点鐘 ········· 湯浅会長
♦会長挨拶

準備不足と時間的な制約があった中で、高科会
員の努力で、例年通り事業計画書が出来上がり
ました。また、新しい会員名簿も作成中で次回
の例会で配布できると思います。
コロナ禍で、会運営を行うのはとても大変だと
思いますが、皆様のご協力のもと、新しいロー
タリークラブの方向性を見つける一年にした
いと思います。
７月・８月は例会を各 2 回とし、様子を見るこ
とにしました。9 月からはプログラム通りに例
会を開催します。親睦に力を入れて、ベテラン
会員と入会 5～2 年前後の会員間の交流を深め
るようにしたいと思っています。
会費に関しては、少しでも会費減額の方向を探
っていこうと思っています。
多くの情報を各委員会から発信しますので、情
報漏れが起こらないように注意していきます。
2 年前から準備してきた、40 周年記念行事も内
容を大幅に変更し、予算も縮小した記念例会を

湯浅会長

実施する予定です。
最後に、健康管理を徹底し、コロナにかからな
いようにして、この 1 年を乗り切りましょう。
♦来賓
ビジター
アクマド君
(米山奨学生)

コロナ禍の中で、２０２０～２０２１年度藤沢
南ロータリークラブの活動が始まりました。
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藤沢南第 1807 回
た各委員から活動報告をいただきました。
回
湯浅会長からは今年度の活動方針をいただき
回
ました。
C 第 1537
号2 回は公
7 月と 8 月は例会 2 回を予定。8
月の

♦お祝い発表
（会員誕生祝）
倉田
1日
川島
湯浅
山根
森
永松
小倉
竹内
松長

5日
6日
9日
9日
15 日
24 日
25 日
26 日

（配偶者誕生日祝）
中川
2日
吉田

8日

式行事で費やされてしまいます。9 月からいろ
号
いろなプログラムを実施していきたいと思い
ます。今回の目標は、ベテラン会員と新しい会
員の交流。そしてこのコロナ禍の中でうまく行
事を進めていけたらと考えていきたいと心掛
けていければと思っております。
今年度も各会員からの卓話をしてもらい、休ん
だ会員にはお手紙等で知らせ情報をたくさん
発信していこうと考えております。また 2 年前

（結婚記念日祝）
中川
2日
木本
8日

から検討している 40 周年記念もいろいろ考え
ながら進めていければと思います。ピースウォ
ーク,ポリオキャンペーンも活動中止。代わりに
何か企画ができないかどうか検討していきた
いと考えています。など話して下さいました。
高科プログラム委員長、深井親睦委員長、
沼野井 SAA 委員長、に今年度活動方針を発表
して頂きました。
■連絡事項
8 月 3 日 ガバナー補佐訪問

●●三大祝について(親睦委員会より)
会員誕生日・・
「車屋」の「商品券 3,000 円」を
例会時にお渡し。尚、欠席者はご郵送する。
配偶者誕生日・・お花を誕生日にご郵送。
結婚記念日・・・お花を結婚記念日にご郵送。
＊結婚記念日をうっかり忘れている方もいら
れるので、配偶者に記念日当日のご郵送で感
謝を表すため。
三大祝の会費・・上記、3 件 9,000 円
上記、2 件 6,000 円

8 月 17 日 ガバナー公式訪問
10 月 18 日地区大会(※時間短縮‣懇親会もなし)

上記、1 件 3,000 円
＊三大祝の会費は、年度 1 期目（7 月～9 月）の
会費納入時に納める。
◆本日のプログラム
♦前年度青木会長挨拶（最終例会 6/29）

7 月 6 日に湯浅年度初の例会が車屋さんで行わ
れました。
来賓ビジターはアクマド君（米山留学生）。
今回も多くの方が来てくれとても有意義な時
間を過ごすことができました。
卓話は湯浅会長と高岡幹事そして新しくなっ

皆さん、こんばんは。
いよいよ今年度最後の例会になりました。
先週、最終例会で飲むビールの味は最高だとお
話をしましたが、それ以上に嬉しいのは今日来
てくれた会員の多さです。
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年度当初、新井幹事と 100 パーセント出席を実
現しようと話し合ったことがありました。
半年が過ぎ、今年できるだろうかと思っていた
矢先、コロナの影響で例会もできない状態にな
ってしまいました。その間、ズームで何人かの
会員と情報交換できましたが、やはりこうして
実際に皆さんとお会いして顔を合わせてみる
と楽しさが違います。
やっと最後に 100 パーセント出席ができた感
じがしました。皆さん,ありがとうございました。
相原さんから言われて会長を 1 年務めることに
なりましたが、とても楽しい 1 年でした。
改めて私を助けてくれた新井幹事と委員長の
皆さんにお礼を言いたいと思います。
♦定例理事会①

藤沢南第 1807 回
ので 2 万 9000 円としたい。記念品代は
回
トレーか時計を考えており，クラブ名を
回
入れたいが，そうなると予算 5000 円で
C 第 1537 号
は足りないので増額をお願いしたい。ト
レーが 9000 円，時計が 8800 円ほどか
号
かる。なお，記念品について，相原会員
は時計を希望している。（森井）
→チャーター会員記念品は時計にし，会員
記念品はトレーにしたらよいのではな
いか。（湯浅）
→本会計に戻した 140 万円から，40～50
万円を 40 周年会計に戻し，予備費とす
ればよい。（阿部）
→上記湯浅及び阿部各意見について全員
一致
４．事務局 FAX 及びスマホ買い換えの件
→事務局の FAX とスマホが古くなり新し
く買い換えたい。（湯浅）→全員了承
５．その他
①先日の会長幹事会において，ピースウォ
ークとポリオについて，今年度行うか，
クラブの意見を取りまとめるよう求め
られているが，どうするか。（湯浅）

議事録

2020~21 年度 藤沢南 RC 第 1 回定例理事会
開催日時：2020 年 7 月 6 日,場所：隠れ里車屋
出席者：湯浅会長・青木・新井・大澤・栗原・
高科・深井・森井・阿部・沼野井・髙岡（記）
議題
１．スマイル口座の本会計への振替の件（大澤
会計担当提案）について
2 年前までは新年度に前々年度のスマイル
を本会計への振替を理事会で決めていた。
2017～18 年度 ￥380,0082018～19 年度 ￥407,0052019～20 年度 ￥326,0072020/6 末 本 会 計 へ 振 替 － ￥ 190,023（青木年度・社会奉仕金額）
2020/6/30 残高
￥922,997→2017～18 年度及び 2018～19 年度分は
今年度の本会計（社会奉仕）へ振替える。

→ピースウォークについては青木年度
に「やらない」ということをクラブの意
見として既に上げてある。（青木）
→他のクラブはどこも会員減のため実
施するマンパワー自体不足している。
（湯浅）
→会長幹事会では，ポリオよりは今はむ
しろコロナではないかという意見が出
ていた。（髙岡）
→コロナ禍等を踏まえ，「ピースウォー
クとポリオ、今年度は中止」という意見
を会長幹事会に上げるということで，全
員一致
②何らかのことを他クラブ合同事業とし
て行うことには意義がある。（阿部）
→その件については，事業内容も含め一
旦会長幹事会に上げて検討するように
したい。（湯浅）
→全員一致

年度末に余りが生じたらスマイルに戻す。
2019～20 年度分は来年度決める。（阿部）
→全員一致
２．青木年度の会費減額分(4～5 月分)について
→今年度本会計に入れることとしたい。
（湯浅）→全員一致
３．創立 40 周年記念の予算について（森井実
行委員長）
→車屋における青木年度最終例会食事代
にかんがみると予算 2 万円では足りない
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7 月 13 日(月) 休会（コロナ禍により）
20 日((月)) 各委員会 委員長活動方針
C 第 1537 号
高科プログラム委員長 車屋

♦他クラブ例会休会及び変更

♦次週予定

藤沢北西ＲＣ 7/16(木)休会、7/23(木)祝日
7/30(木)直前会長幹事慰労夜間例会
8/13(木)お盆休会
♦出席報告

号

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

２８名(免２名含)

７５・６８％

５７・８９

本日欠席者：大和田君、後藤君、瀬戸君、羽原さん、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

前年度より繰越金 ￥922,997.-

本日￥18,000.-

累計\940,997.-

湯浅会長
青木会長、新井幹事、役員・理事の皆様、一年間
ありがとうございました。
本日から新年度が始まりました。
髙岡幹事ともども職務をしっかりと行います。
会員の皆さまどうぞよろしくお願いします。
髙岡幹事

芝君
お世話になります。
湯浅会長、髙岡幹事、本年度宜しくお願いします。
竹内さん
お世話になります。
先日は、きれいなお花ありがとうございました。
中川君

1 年間、無事つとめられるようがんばります。
ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
相原君
湯浅、髙岡年度のｽﾀｰﾄを祝し、一年間ご苦労さま
です。よろしくお願い致します。
青木君
今日はのんびり。湯浅会長よろしく。
新井さん
湯浅会長、髙岡幹事、新しい 1 年のはじまり！！

結婚祝い、お花どうもありがとうございました。
永松君
湯浅会長、髙岡幹事、1 年間よろしくお願い致し
ます。
長谷川君
湯浅会長、髙岡幹事様、
本年度、宜しくお願い致します。
深井君
新年度湯浅会長、髙岡幹事、がんばってください。

何卒よろしくお願いします。
小倉さん
湯浅会長！髙岡幹事！一年間よろしくお願い致
します。
川島君
誕生祝、ありがとうございます。
湯浅会長、髙岡幹事年度のｽﾀｰﾄをお祝いします。
木本君
お世話になります。
久しぶりの例会です。皆様、お元気でなによりで

松長さん
誕生祝、ありがとうございます。
森井君
湯浅会長、髙岡幹事さま、
どうぞよろしくお願いいたします。
青木様、新井様、お疲れさまでした。
山根君
湯浅会長、髙岡幹事、役員の皆様、ごくろう様で
す。

す。今年度もよろしくお願い致します。
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