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本日の進行（12：30）
「バンクーバー朝日軍」
テッド・Ｙ・フルモト様
―次回のお知らせ―
2 月 19 日（木）（18：30）
「イニシェーションスピーチ」
北島 文之 会員
E-mail:

zushirc@sage.ocn.ne.jp

Light Up Myself「自分自身に輝きを」

2015 年 2 月 12 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
大野宏一
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

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：「湘南 OVA」(3 月迄)
横須賀市湘南国際村 1-2
TEL：046-857-3001
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/

─ 2560 回 例会記録

2015 年 2 月 5 日 ─

藤 吉 会 長 の 時 間

大野幹事 報告 ・ロータリー手帳買上げのお願い
・ディベート大会協賛の御礼状

本日は、京都紫野 RC の皆様、ようこそ

・ロータリー日本財団より確定申告用寄付金領収書

いらっしゃいました。7 名の方々をお迎え

・交換学生大橋菜々子さん(台湾派遣)より１月月例報告

し、卓話は無くしまして食事をしながらお

橘武雑誌委員長 ロータリーの友２月号見所の抜粋

互いに大いに会話をし、さらに深いつなが

矢部(房)社会奉仕委員長

りを作りたいと思います。

梅の花見会 2/14

披露山公園内梅・夏みかん果樹園にて
(10:00～11:00)の後 11:30～会食

理事会報告 ・3.11 All 逗子 Movement. Vol.４

草刈

会費：1 家族 3

千円（予備日 2/15）

JR 逗子駅前での献花を応援・手伝いをする。東日本
大震災の風化防止、復興支援の目的。

葉山ＲＣ土佐会長：Ｉ．Ｍ．是非皆様のご参加を！

グローバルな視線で地域の素晴らしさを発信しよう！
グローカルプロジェクトでは、2020 年、東京オリンピックのために来日した外国人
観光客の視線で、他クラブエリアをリサーチし、その魅力や要望を 20 分間で発表。
逗子 RC からは、服部･長野会員が、鎌倉大船 RC エリアを発表します。
２０２０年の東京五輪に、出場選手はもちろん現場での語学通訳にボランティアとして
の通訳が８万人不足している。前回のロンドンでは、７万人のボランティアが活躍した。
今年の IM はグローバルな視線で地域の素晴らしさを発信しよう！のテーマで東京五輪
をみんなの力で成功させよう。

湘南国際村・ロフォス湘南で
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１３：００

受付

１３：３０

１４：４５

グローカルプロジェクト

１７：０５

閉会式

１７：４０

開会式

服
部
・
長
野
君
の
ス
ピ
ー
チ
も
楽
し
み

懇親会

長野賢太郎君

【ビジター】京都紫野 RC：中嶌重男会長 中川淳幹事 岩谷泰輔 次年度幹事 山田英夫 ｸﾗﾌﾞ友好委員長
小林毅圭也副幹事 中島実国際奉仕理事 伴戸恒夫ｸﾗﾌﾞ奉仕理事
葉山 RC：土佐洋子会長
【出席報告】会員数 49 名(出席免除 6 名)
出席数 28 名：出席率 60.42% 前回修正出席率 68.09％

表敬訪問された京都紫野 RC の７名の皆様

藤吉会長より中嶌会長へ逗子 RC 名誉顧問
の推戴状を授与

中嶌会長から藤吉会長と桐田会長エレクト
へ記念のエンブレムを贈呈

＜京都紫野 RC の皆様からお一人づつご挨拶を頂きました＞
中嶌重男 会長

本日は私を含め 7 名に対して温かい歓迎のお

を務めていますが、クラブの友好はクラブ同士の性格が極端に

もてなしを頂いたことに心より感謝申し上げます。昨年 8 月の

変わっている方がうまくいくように思います。

大掛りな IM のホスト役を受けたため、今年度のご挨拶が遅れた

中島

ことをお詫びします。来年度は私共の 40 周年事業がございます

が副会長をして頂き、いろいろなことを教わりました。
「大文字

ので、改めてそのご案内にお伺いする所存です。

焼」は「大文字の送り火」に訂正させてください。
（火をつけて

中川

燃やすのは一緒ですが）

淳 幹事

中嶌会長は挨拶が上手で長くなるので、止める

実 国際奉仕理事

私が幹事を務めていた時に山田さん

係を申し付けられました。最近はとても短くなって「やっと大

小林毅圭也 副幹事

人になって頂けたかな？」昨日はゴルフのご接待を賜り、石田

をはじめ手厚いご接待を受け誠にありがとうございます。昨夜

さんをはじめ皆さんからおみやげのお小遣いまで頂きました。

は遅くまで藤吉会長をはじめ皆さんとゆっくりお話ができまし

岩谷泰輔 社会奉仕理事

た。京都にお越しの節は精一杯おもてなしをさせて頂きます。

次年度幹事に就任予定。「官休庵」の

毎年中川幹事と逗子に寄せて頂き、ゴルフ

お家元千氏が次期会長となるので大変緊張しています。千氏か

伴戸恒夫 クラブ奉仕理事

らは「君の思うようにやれ！」とお尻をたたかれています。

定です。当クラブでも会員増強がままならず、逗子 RC の皆様の

山田英夫 パスト会長

ご指導を頂きながら、情報交換をお願いしたいと思っています。

一昨年はジョージワシントンの本物の

次年度は会員増強委員長に就任予

キャップを頂き大事に飾っています。今年はクラブ友好委員長
雪の中、京都紫野 RC の皆様の表敬訪問お疲れ様
でした。和やかな会食会の談笑で両クラブの交流、
親睦が更に深まりました。京都紫野 RC「来年度
の４０周年記念式典」今から楽しみです。
担当：宝子山泰久

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥７３．０００

京都紫野 RC 中嶌会長、中川幹事、山田クラブ友好委員長、
伴戸クラブ奉仕理事、岩谷次年度幹事、小林副幹事、中島国際
奉仕理事…お世話になります。
葉山 RC 土佐会長…I.M.よろしくお願いします。

累計 ￥１.２３９．０００

矢部(房)君…京都紫野ロータリークラブの皆様ようこそ。今日
雪が降りはじめました。
山本(三)さん…京都紫野 RC の皆様ようこそ。雪です。帰り道気
をつけて、夜の寄り道はやめましょう！

藤吉君、福嶋君、船津君、菊池君、三宅君、岩瀬君、石田君、

桐ケ谷君、山口君…京都紫野 RC の皆様ご苦労様です。

山本(由)君、草柳君、宝子山君、服部君、横山君…京都紫野 RC

岩堀君…京都紫野 RC の皆さん、いらっしゃい！

の皆様、ようこそ逗子へ。
矢部(光)君…京都紫野 RC に皆様ようこそ。おいでやす！
大野君、橘(武)君…京都紫野 RC の皆様、雪の中ようこそいらっ
しゃいました。ありがとうございます。
村田君…京都の皆さん、雪の中ありがとう！！

安藤君…京都紫野 RC の皆様ようこそ。ＧＷの艦長交代式があり
ました。
桐田君…昨日親睦ゴルフコンペごくろう様でした。
寺嶋君…昨日、葉山のローソンで天皇陛下と皇后陛下をお迎え
しました。

森澤君…京都紫野 RC の皆様、天気の悪い中有難うございます。

北島君…雪で大変になるみたいですね。

村松君…木曜日は天候悪いです。京都紫野 RC の皆様、寒い中よ

市川君…Ｓｎｏｗ。

うこそ。

