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例会日■2020 年 12 月 7 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
＜疾病予防と治療月間＞

か、大変な一年が終わろうとしています。感染
予防慣れなどが言われ始めていますが、さらに
注意をされ感染予防に努めましょう。
来週はクリスマス例会を行います。時間も３０
分延長した例会になりますので予定を取って
おいてください。コロナ禍の中、親睦委員会が
中心になってささやかなクリスマス例会を実
施します。ビンゴでの景品が用意されています
ので、楽しみにしてください。

プログラム
開会点鐘 ········· 湯浅会長
四つのテスト
髙岡会員
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
会長挨拶 ········· 湯浅会長
各委員会報告
本日のプログラム
卓話：沼野井連会員
アクマド君(米山奨学生)へ 12 月分奨学金贈呈
中川会員へ地区大会新会員記念品を贈呈
12 月の会員誕生日祝を贈呈(商品券)皆欠席。
閉会点鐘 ········· 湯浅会長

♦会長挨拶

さて、通常例会では会員の新たなスピーチが始
まり、大変に面白く感じています。
それぞれの思うところがいかんなく発揮され、
充実した卓話が行われています。卓話の時間も
通常より１０分多く話してもらっています。
今まで知らなかった会員の様子も分かり、本当
にタイムリーな企画だと思っています。
まだ、８割の方の卓話が残っています。年明け
もこの卓話で例会を盛り上げていきたいと思
います。本日の担当の沼野井さん・関根さん頑
張ってください。

湯浅会長
会員の皆さま、
お変わりござい
ませんでしょう
か。
コロナ感染拡大
が続き、感染が
下火にならない

♦来賓ビジター
渡邊昭様(藤沢北 RC・パストガバナー補佐)
石川麻央様(藤沢北 RC・パスト AG 幹事)
アクマド君(米山奨学生)
♦お祝い発表

日が続く中１２
月になってしま
いました。

（会員誕生祝）
羽原
18 日
瀬戸
24 日

（配偶者誕生日祝）
髙岡
1日
竹内
12 日

今年もあとわず

後藤

（結婚記念祝）
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アクマド君へ 12 月米山記念奨学金贈呈
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◆本日のプログラム
渡邊昭様(藤沢北 RC・パストガバナー補佐)
石川麻央様(藤沢北 RC・パスト AG 幹事)

卓話：沼野井連会員

生業の葬儀社、コロナ禍での仕事の話でし
た。
コロナ禍での生々しい体験談や藤沢市の現況
を伺いました。
改めて病院関係者、葬儀関係者の方々のご苦
労に頭が下がる思いでした。

第 3G 合同プロジェクト医療機関マスク等物資
寄贈についてのご報告
藤沢市よりの感謝状です。
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♦定例理事会⑥議事録

藤沢南第 1822 回
→ふじさわ湘南か神奈川湘南のどちらか
回
の案になりそう。この 2 つのクラブはロータリ
回

開催日時：2020 年 12 月 7 日
場所：隠れ里車屋
出席者：湯浅会長・新井・深井・高科・栗原・
永松・森井・青木・大澤・阿部・髙岡（記）
議題
1
吉田亘良会員、休会希望の件
2021 年 1 月から休会を希望しています。
→先週土曜日に話をした。アルバイト不足
で昼も夜も出ていたのが収まったと思ったら

ーウォークに対する思い入れが強い。明日の会
C 第 1537 号
長幹事会で話をする。（湯浅）
→ガバナー事務局が「皆で集まるのはＮＧ、
号
事務局はテレワーク、財団の事業は 12 中 6 が
中止」と言っている。実質的にできるのか。
（永
松）
→明日の会長幹事会で話をしてみる。
（湯浅）→
全員同意。
3 その他

第三波が来た。
「出席できず申し訳ない」という
気持ちと、「自分で 4 店舗回って大変」という
ことで、「1 年間休会させてほしい」とのこと。
（永松）
→これまで寄付もいただいている。休会を
認め、半年ずつ議題にする。（湯浅）
→全員同意。
2 ロータリーウォーク代替事業の件
（代替事業に関する各クラブの意見について）

⑴

クリスマス例会について
→人数や小学生プレゼントが増えて予
算が約 409、000 円になった。例年のクリスマ
ス例会の半分くらいの予算。例会なので点鐘か
ら開始。ノンアルコールビールで乾杯する。乾
杯は相原会員にお願いする。終わりはビンゴ。
くじで席を決める。（深井）
→全員同意。
⑵ 補助金事業について

・藤沢
→縮小してそのままやる。
・藤沢東
→決まったものを応援。
・藤沢南
→会長幹事会で決まったもの
やる。できればやらない。
・藤沢北西
→縮小版の「聖園の子達が喜
んでいる」というのをフォローしたい。
・ふじさわ湘南 →２つある。ひとつは、ロー
タリアンのみ。ひとつは、 個別参加型。七福神
巡りを真似た形のウォーキング。

→財団の補助金事業が 7 つくらい中止に
なる。寄付金事業ではなく、3 万ドルくらいの
予算の事業を、幹事と若手が段取って行うべき。
日本国内で行う事業のみ。事前に説明会があっ
て 2 月ころに特別応募がある。（永松）
→以前にやったときの書類があるので、
それを使い前向きに検討する。（湯浅）
→全員同意。
⑶ 事務局のテレワークについて

・藤沢西
→各クラブ事業を応援する。
・藤沢北
→縮小版でウォーキング協会
主催ではない形で。
・アーカス湘南 →まとまったことに協力。
・かながわ湘南 →①子ども食堂支援フォトコ
ンテスト
写真を応募し、応募 1 件につき 100 円を子ども
食堂に寄付。同時に寄付も募る。
②一日一善コンテスト

→ガバナー事務局がテレワークになっ
た。末広さんのテレワークも検討すべきではな
いか。FAX が問題だが、電子 FAX は入澤会員
に相談すればできるはず。（永松）
→私のほうで考える。
（湯浅）→湯浅会長
に一任。
⑷ 2 月 22 日のクラブフォーラムについて
→次年度のことに使ってほしい。
（湯浅）。
→次年度のことは 3 月に別日程で組んで

市内の社会的弱者
の施設・団体に、1 日限定で、「何でも屋」「便
利屋」に頼むような作業を無償提供する。奉仕
活動内容は、各施設等の要望による。

ある。（新井）
→それならば、クラブフォーラムはなし
にして、卓話は、倉田会員ともう一人を 15 分
ずつで行いたい。（栗原）
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⑸

藤沢南第 1822 回
♦他クラブ例会休会及び変更
回
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藤沢 RC12/16(水)夜間例会,12/23(水,30(水)休会

→全員同意。
他クラブの例会について

→他クラブは例会を実施しているのか。
コロナの第三波が来ている。実施するか否かを
考えるべきではないか。（大澤）
→クラブによって異なる。ふじさわ湘南
など、やっているところはやっている。様子見
をしながら考えていきたい。
（湯浅）→湯浅会長
に一任。

2021/1/6(水) 振替休会 1/7(木)夜間例会
C 第 1537 号
ﾒｰｸｱｯﾌﾟにお越しの際は火曜日午後 5 時まで
に事務局までご連絡下さい。
号
綾瀬 RC 12/29(火)、1/8(火)休会(定款)
ﾒｲｸの受付はございません。
寒川 RC 12/14,21,28 (月)全て休会(定款、祝日)
2021/1/6,11,18,25 (月)全て休会(定款、祝日
茅ヶ崎 RC12/17(木)17:15 点鐘ｺﾙﾃｨｰﾚ茅(例会後
ｸﾘｽﾏｽ家族会)

♦次週プログラム予定
12 月 14 日(月) ＜クリスマス例会＞
深井親睦委員長
親睦委員会
12:30～14:00 車屋
♦出席報告

12/14,31(木)休会(定款、年末)
深井親睦委員長、親睦委員会
12:30～14:00 車屋

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

２０名(免２名含)

５４・０５％

７０・２７

本日欠席者：入澤さん、大和田君、木本君、後藤君、芝君、陣内君、関根君、瀬戸君、外丸君、
羽原さん、松尾君、松長さん、村井さん、森君、安田君、山田君、吉田君、
スマイル BOX

スマイル BOX

本日￥6,000.-

累計￥486,011.-

湯浅会長
阿部君
コロナ対策であたふたしているうちに 12 月にな 前 AG 渡邊様、前 AG 幹事石川様、ようこそいら
ってしまいました。大都市で、コロナ感染が拡大
しています。十分注意しましょう。
本日の卓話、沼野井さんよろしくお願いします。
渡邊様、石川様、前年度ありがとうございました。
髙岡幹事
沼野井様、卓話よろしくお願い致します。
渡邊様、石川様、ようこそ。
年末となり気ぜわしく感じており＂おちついて
平常心を“自分に言いきかせています。

っしゃいませ。
アクマド君、ようこそいらっしゃいませ。
沼野井様、卓話楽しみにしています。
新井さん
沼野井様、卓話よろしくお願い致します。
渡邊前 AG、石川前 AG 幹事、昨年度は大変お世
話になりました。
本日はありがとうございます。
川島君

皆様、お体を大事になさってください。
沼野井様、卓話よろしくお願い致します。
青木君
藤沢北 RC 渡邊様、石川様、ようこそ。
渡邊様、石川様、ようこそ。昨年度はお世話にな
りました。沼野井さん、卓話宜しくお願いします。
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