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本日の進行 （12：30）
北島崇史様（野村證券鎌倉支店長）
「日本経済の現状と見通し」
―次回のお知らせ―
10 月 16 日（木）（18：30)
葉山 RC・逗子 RC 合同例会
卓話：阪根 博氏(ペルー在住)
E-mail:

2014 年 10 月 9 日

会 長◆藤吉一哉
会長ｴﾚｸﾄ◆桐田吉彦
副会長◆三宅 譲
幹 事◆葉山太一
ＳＡＡ◆山本由夫
会 計◆市川 浩
直前会長◆石田 隆
会報委員長◇宝子山泰久

zushirc@sage.ocn.ne.jp

今年度も三か月経ち四分の一が終わ
ったところでこの間、4 名の方が入院さ
れました。皆さん無事戻って来られまし
て何よりです。
今年度は会員 5 名の入会を予定し、公
式訪問で 2 名入会しました。さらに 2
名の候補がいますが、8 月末で 1 名が退会し 49 名となりま
した。増強には会長の責任が大きいと思いますが皆様からの
情報もぜひ頂きたく、お願い致します。
退会防止には何が必要か。例会で食事をして話を聞いて帰
る、の繰り返しではいけない。卓話、会話、委員会活動、そ
の後の親睦が必要です。11 月に 100％出席例会(18:00～
24:00)を実施します。普段出席できない人もぜひ出て頂き、
仲間がいる事、メンバーだという事を感じてほしい。前向き
に進めていくのでよろしくお願いします。

豆知識

ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 9 月号

2014 年 10 月 2 日 ─

ニコニコＢＯＸ 本日合計 ￥ ３７．０００
累計 ￥５４９．０００

藤吉一哉 会長 の時間

・到着物：R の友 10 月号

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

Website: http://www.zushi-rc.com/

─ 254５回 例会記録

報告

Light Up Myself「自分自身に輝きを」

鈴木和夫君(藤沢東)…エール大学ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ無事終了しまし
た。ご協力ありがとうございました。

累計￥５１２．０００

藤吉君、桐ケ谷君、市川君、船津君、山口君、矢部(房)君、松
井君、菊池君、大野君、草柳君、長野君、服部君…鮒田海将卓
話よろしくお願いします。
岩堀君…鮒田海上自衛隊自衛艦隊司令官、本日は卓話ありがと
うございます。
三宅君…鮒田様、ようこそお出かけいただき感謝します。
安藤君…鮒田 SF 司令官ようこそ逗子へ。
村松君、松田君…司令官のお話楽しみです。よろしくお願いします。
矢部(光)君…日本の防衛と安全こそ国民の願い。卓話よろしく。
宝子山君…鮒田英一司令官殿、大切な国防のお話、楽しみです。
山本(三)さん…司令をお迎えして。兄が大変お世話になりました。
寺嶋君…ビーチバレー頑張りましょう。
桐田君…来週ビーチバレー楽しみです。

米山

・ロータリーの友の紹介－橘(武)会員

岡本君…ビーチバレー「晴れ」を頼みます。
山科君…おもちゃ図書館 30 周年ご参加ありがとうございました。

鈴木和夫氏ｴｰﾙ大学ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 10 万円を END POLIO に寄付

森澤君…御嶽山、自然は時に怖いですね。

理事会報告 ：

石田君…1975 年 10 月 2 日に生まれた私が本日 57 才になりま

・ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ大会：荒天中止/予算書提出/ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会で T シ
ャツ販売/30～40 ﾁｰﾑ出場/取材は Jcom 藤原氏/
・逗子市民まつり：END POLIO NOW ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ/綿菓子。
・地区大会本会議：現地集合/岡本会員担当/12:00 写真撮影
・例会場：改装の為 12/11 まで使用可。以後 3 ヶ月ほど使え
る適当な場所を模索中。ご協力を。
・クラブ事務所：あと 2 年は使える。その後の場所を探す。

した。一年が早いです。
川上君…感染症で一週間入院しました。皆様免疫力低下に注意
しましょう。
山本(由)君…今年も 3/4 が過ぎました。気温の変化で体調を崩
さない様に気をつけて下さい。
丸山君…これからもよろしくお願いします。

・高洲広美会員が 8 月末にて退会。現在会員 49 名。

【ゲスト】 鮒田 英一 様（海上自衛隊 自衛艦隊 司令官）
【ビジター】鈴木 和夫 会員（藤沢東 RC）
【出席報告】会員数 49 名(出席免除 6 名)
出席数 33 名：出席率 71.74%
前回修正出席率 65.91％

海上自衛隊自衛艦隊

鮒田 英一 司令官
１９９０年の湾岸戦争終結後、海上自衛隊は
１９９１年にペルシャ湾に掃海部隊を派遣し
初の海外実任務を行うなど、徐々に任務を拡大
。
してきた。
一方、中国は周辺海域への進出を活発化さ
せ、南シナ海の南沙諸島などでは、独自の「９
段線」を根拠に、ベトナム・フィリピンなどと
領有権をめぐって、対立している。
１０月第１例会は、鮒田英一・海上自衛隊自衛

中国は、近年では日本周辺海域への進出も進

艦隊司令官をお招きして、海上自衛隊の現状をお

めており、尖閣諸島や沖ノ鳥島への接近や、軍

聞きした。

艦による威嚇行動を繰り返している。

日本は四方を海に囲まれその排他的経済水域

この急速な海洋進出に、海上自衛隊も警戒を

は、世界第６位の広さ。原油・鉄鉱石は９９％、

怠らず、強力な軍事力の中国による軍事的進出

今、原発が止まっていてＬＮＧは１００％の輸入

に対し注目していく。

を海上貿易に依存している。
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地区大会は１８日・１９日：横須賀芸術劇場

第１例会 １２：３０ 卓話：鮒田英一様 （海上自衛隊自衛艦隊司令官）
（定例理事会 11：３０）

「国土の防衛と海上の保護」

４日

（土）

地区：青少年交換委員会

石田 隆会員

５日

（日）

第１１回 逗子ＲＣカップ・ビーチバレー大会

カンティーナ
第１相澤ビル

９:００集合

逗子海岸

１００円カレー販売
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７日

（火）

地区：公共イメージ委員会

９日

（木）

第２例会 １２：３０ 卓話：北島 崇史様（野村證券鎌倉支店長）

松井一郎会員

第１相澤ビル
カンティーナ

「日本経済の現状と見通し」
１１日

（土）

地区：インターアクト委員会/合同会議

１６日

(木)

第３例会 １８：３０ 葉山ＲＣと合同

岩佐直樹会員

卓話：坂根 博様（ペルー）

第１相澤ビル
カンティーナ

（逗子担当） 昼：合同ゴルフコンペ(葉山ＣＣ)
１８日～

（土）

１９日

（日）

地区大会 地区会長幹事会・指導者育成ｾﾐﾅｰ・RI 会長代理歓迎晩餐会
本会議

１１：３０現地集合 １２：００集合写真 講演：小泉 純一郎氏

１９日

(日)

逗子市民まつり 9：00 集合 綿菓子のチャリティー END POLIO NOW

２１日

(火)

地区：第 2 グループ会長・幹事会 鎌倉大船ＲＣ担当

２３日

(木)

第４例会 １２：３０ 卓話 小笠原 育美様（元ＮＨＫお母さんと

メルキュールホテル
横須賀芸術劇場
逗子第一運動公園

カンティーナ

一緒 歌のお姉さん） 「生活の中の音楽」
２５日

（土）

地区：奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事例紹介ｾﾐﾅｰ 桐田・矢部房・安藤・臼井会員

アイクロス湘南

３０日

（木）

第５例会 １８：００ 職業奉仕フォーラム

海

菊池 尚委員長

狼

