
E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp   Website: http://www.zushi-rc.com/ 

石田会長の時間 

本日の進行(１２：３０) 

新世代からの報告 

BS 逗子第 1･2 団・GS 第 39 団・逗子葉山 JC 

―次回のお知らせ― 

９月 19 日(１８：３０) 

相澤光春ガバナー公式訪問 

18：10 集合(カンティーナ2階) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月は新世代奉仕月間です。現在当クラブでお世話し

ているスウェーデンから来日した青少年交換学生・エ

レンの現況にについてお知らせいたします。 

8月17日に来日してから3週間、彼女は希望して来

日した為、カルチャーショック等に対しても寛容で日

本の生活に1日でも早く慣れようと努力しています。食

事の好き嫌いも無く、何を出しても食べてくれるので

大変助かっています。8月27日より県立逗子高校の1

年生として徐々に友達もできて学校が楽しいと言って

毎日元気に通っています。クラブ活動については、彼

女が興味を持って選んだのは剣道部でした。日本の伝

統的スポーツに挑戦したいという思いからのようです。

仮入部し、他の生徒同様に練習をしていますが、今ま

で使った事のない筋肉を使うため練習後は歩くのも辛

そうな筋肉痛の日々が続いています。それでも彼女は

剣道を辞めたいとは言いませんから見上げたものです。 

今後彼女がどの様に成長していくのかを楽しみに見

守っていきたいと思います。 

 

今月の第3例会は相澤ガバナー公式訪問です。 

ロータリーの基礎知識を確認させて頂くために今日は

クイズを皆さんに出題します。 

１．ロータリアンは国際ロータリーの会員である ⇒⇒X 

クラブが会員であって、クラブの会員は国際ロータリーの

会員ではない 

２．自分の年齢とロータリー歴の合計が85歳以上であると休

会が認められる ⇒⇒X 休会ではなく出席免除会員 

３．地区ガバナーは国際ロータリーの役員ではない ⇒⇒X 

役員です 

４．青少年への奉仕に関するロータリーの標語は「各ロータ

リアンは青少年の模範」である ⇒⇒○  

５．アジアで最初のロータリークラブはどこですか。 

⇒⇒ フィリピン・マニラRC 

６、ロータリー史上、東洋人で最初の国際ロータリー会長に

なったのはどこの国の人？ ⇒⇒インド 

以上、来週もロータリークイズを出題させて頂きます。 

 

報   告 

・R の友 9 月号、ガバナー月信№3 週報：横須賀北・三浦 

・10/27 地区大会本会議 12:30 点鐘  藤沢市民会館   

・橘(武)雑誌委員長：Rの友 見どころ解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/12 新世代からの報告 12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

9/19 相澤ガバナー公式訪問 18:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

9/26 後藤圭子氏「鎌倉彫について」 12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

10/3 宝子山泰久会員「私の履歴書」 12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

10/10 肥田美代子氏「活字と文化」 12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

10/17 葉山 RC・逗子 RC 合同例会 18:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

─ 2495 回 例会記録     2013 年 9 月 5 日 ─ 

「Ｌｅｔ‘ｓ ｒｅａｌｉｚｅ Ｒｏｔａｒｙ !！｣ 

会 長◆石田 隆 

会長ｴﾚｸﾄ◆藤吉一哉 

副会長◆村松邦彦 

    橘 克巳 

幹 事◆岡本 久 

ＳＡＡ◆福嶋謙之輔 

会 計◆市川 浩 

直前会長◆岩瀬浩人 

会報委員長◇宝子山泰久 

例会日：第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日 18:30 

第 5木曜日 18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-35 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市逗子 1-9-26 

萬屋ビル 2Ｆ 

TEL＆FAX：046-873-0226 

      ９月理事会報告        

 月次会計報告・納涼親睦例会決算報告 

 9/19相澤ガバナー公式訪問：夜間例会 食事は 17:00

～18:00１階で各自済ませる。18:10に例会場集合。 

 ビーチバレー大会：10/6(日)開催予定 9:00～16:00

逗子海岸田越川寄り 予算 50万円 

 10/17 葉山 RC・逗子 RC 合同例会：昼ゴルフ 例会終

了後合同懇親会を企画する 

 10/20逗子市民まつり：綿菓子でチャリティー 

 10/26・27地区大会：27日 本会議 12:30点鐘 藤沢

市民会館 現地に各自集合。 

 京都紫野 RC 10/7表敬訪問に来逗予定 

 第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5クラブ合同「ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ啓蒙活動」イベン

ト実施を計画中。IMの頃実施か。 



 

 

9 月 19 日（木）相澤ガバナー公

式訪問の 2 週間前までに、ＡＧ訪 

問が相澤年度の地区運営方針を説

明する事がガバナー補佐の任務で

す。 

ＲＩ会長ロンＤ・バートン氏は、

テーマを“ロータリーを実践し、

みんなに豊かな人生を”「私の

ビジョンは、一人ひとりのロー

タリアンがロータリアンで良かったと思えるようにするこ

と、ＲＩ戦略計画と未来の夢計画はそれを可能にしてくれる

はずです」と話されております。本年７月より未来の夢計画

が実施されます、地域に役立つロータリークラブとして地域

の問題点、ニーズを探し、ロータリークラブ会員が自ら行動

し、奉仕の絶好の機会として活用し、ロータリーのブランド

力アップ、公共イメージ、認知度の向上につなげ、新会員増

強につなげて頂ければ幸いです。 

また、戦略計画の中核となる価値観（奉仕・親睦・多様性・

高潔性・リーダーシップ）を基盤として、3 つの優先項目に

示された活動を実践することにより、地域の人々の生活が改

善されることになると思います。 

《 3 つの優先項目 》 

１． クラブのサポートと強化 

１． 人道的奉仕の重点化と増加 

１． 公共イメージと認知度の向上 

ロータリークラブの活力は、クラブが基本でありクラブの

元気が、地区の元気、ＲＩの活性化に他なりません。 

本年も会員増強、各クラブ１０％純増加の目標、ロータリ

ー財団を通じた人道的奉仕の充実、ロータリーファミリーを

通じたネットワークの強化、財団寄付 一人当たり＄２００

以上、ポリオ撲滅一人当たり＄４０以上、米山奨学金へ一人

当たり￥20,000 以上の寄付をお願い申し上げます 

公式訪問において、クラブ協議会のテーマは、「奉仕の実

践と、公共イメージと認知度の向上」です。各会員の活発な

ご意見をお願いします。世代を超え、利害を超えた人間同志

の交流、老・壮・青の良き友と交わり、内外の時世に通じ、

一人ひとりが学ぶ意欲を高め、地域の役に立つロータリーと

して、活動をすることがロータリークラブの発展に繋がると

思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ニコニコＢＯＸ    本日合計￥ ４４．０００  累計￥４１３．０００  

松井君…AG公式訪問リハーサル、よろしくお願いします。 

石田君…荒天の中ご出席に感謝。もう９月になってしまいました。 

岡本君…大雨警報発令中、例会参加おつかれさまです。 

山口君、市川君、船津君、菊池君、手島君…松井ガバナー補佐、

よろしくお願いします。 

毛利君、山科君…松井ガバナー補佐、頑張って下さい。 

矢部(光)君…松井 G 補佐、奥様方に人気抜群、逗子クラブの顔、

地区でも実力発揮、次に期待！ 

鈴木(安)君…ゴルフとダンス、70 半ばの年には疲れる。 

川上君…自分の庭のみ整理しようという官僚の拙速政策に夏

休めませんでした。 

安藤君…GW の後継艦レーガンの交代式でサンディエゴに行

ってきました。 

岩堀君…南アフリカ・レソト王国副首相と会食しました！ 

桐田君…朝方の落雷で 5 時間停電、仕事になりません。 

山本(由)君…日本中天変地異で大変です。 

矢部(房)君…秋雨前線活発です。水のある所無い所極端です。 

村松君…竜巻･大雨･洪水･災害列島、天候の劣等生にならぬ事を。 

宝子山君…集中豪雨に竜巻、異常気象が続く日本列島！尾を引

く夏風邪で異常体調が続く我が身！ 

松田君…連日異常気象です。あぶない！！ 

寺嶋君…地震や雷雨が恐いですがロータリーの皆さんといる

と平和が続く気がします。 

草柳君…防災に関して他人事と思わない事。避難場所を決めておこう。 

岩瀬君…夏バテで、もう無理です。 

橘(克)君…ついに来た、大雨。 

服部君…夏の終わりの涙雨・・ですかね。号涙です。 

桐ケ谷君…暑さ寒さも彼岸までと言われているけれど・・。 

三宅君…寒くなるのも、さびしい。 

 
【出席報告】会員数 48名(出席免除 5名)  出席数 31名：出席率 65.96%  前回修正出席率 61.70％ 

【ゲスト】松井一郎ガバナー補佐 

１００％出席必達！ 9 月 19 日(木) スケジュール 

17:00～18:00「カンティーナ」１階にて各自適宜食事 

18:10    「カンティーナ」２階に集合    

18:30～    ガバナー歓迎セレモニー、例会開始 

会長の時間、幹事報告、出席・ニコニコ・委員会報告、等  

19:00～19:30  相澤光春ガバナー卓話 

19:30～20:00  クラブ協議会 

20:15～    懇親会（「哉吉」予定） 

ドレス・コード：紺色ブレザー、グレースラックス、

紺色逗子オリジナルネクタイ（に準ずる） 

松井一郎ガバナー補佐  

 


