
E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp 

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

本日の進行 (18.30) 

田耕 邦子 新会員 

「イニシェーションスピーチ」

―次回のお知らせ― 

3月 24日（12：30） 

坂田 泩 岡山大学名誉教授

「数学について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐田会長は御父上がご逝去されて大分に行 

かれており、本日は急遽私が代理を務めます。 

心からお悔やみを申し上げます。桐田会長は 

忙しく土木の仕事をされており、毎回良く出

席されていると感心していまして、素晴らしい会長に恵まれた

と思っております。 

本日は久保田ガバナー補佐、E クラブ渡辺力会長、ようこそ。

渡辺貞雄元会員には元気なお顔を見せて頂きました。 

 近隣の海域では、米韓合同演習が行われ、アメリカ海軍の原

子力空母「ジョン・ステニス」が参加しています。北朝鮮とは

長い目で話し合いをしていく必要があると思います。「ロナル

ド・レーガン」は横須賀で修理中ですが、研修会の申請をして

きましたので、いずれご案内を致します。 

本日は E クラブのお話を楽しみにしています。 

 

 

服部 城太郎 幹事： 

◎到着物 ガバナー月信 3 月号  京都紫野 RC 会報  

◎3/8 第 2 グループ会長幹事会報告 

 ・ガバナーより、会員増強へのメッセージ ・RI 会長賞応募 

 ・PETS 3/18 開催 ・青少年交換-スゥエーデン派遣中止 

 ・鎌倉ビーチフェスタ 5/21 由比ヶ浜にて実施予定  

 ・鎌倉中央 RC30 周年 5/23（クラブより 3 名参加） 

山科 誠 55 周年準備委員長 

◎準備委員会にて 55 周年記念式典の会場決定： 

2017 年 4 月 22 日(土) 会場：横浜ニューグランド 

大野 宏一 社会奉仕委員長 

◎3/11：3.11 メモリアルデーにテント内で献花のお世話をす

る。人員不足なので、30 分間でも協力をお願いしたい。 

◎3/12：披露山 梅の剪定・草刈作業 8/30～ ご参加を。 

 

 

久保田ガバナー補佐…I.M.ではお世話になりました。 

渡辺(力)E クラブ会長…初めまして、本日は貴重なお時間を頂

きありがとうございます。 

渡辺(貞)君…ご無沙汰しました。元気です。 

安藤君…桐田会長ご尊父の逝去に対し心よりお悔み申し上げます。 

服部君…渡辺さん、E クラブ頑張って下さい。 

橘(武)君…元会員の渡辺貞雄さんようこそ。いつも逗子葉山駅

前寄席では、演芸・落語でお世話になっております。 

山本(由)君…久保田ガバナー補佐ようこそ。渡辺 E クラブ会長、

卓話よろしく。 

毛利君、宝子山君…渡辺様ようこそ逗子へ。 

臼井君…ナベさんようこそ。 

市川君、山口君、船津君、山科君、矢部(房)君、菊池君、 

三宅君、松田君、寺嶋君、北島君、横山君、中根君…渡辺 E ク

ラブ会長、スピーチよろしくお願いします。 

草柳君…卓話期待しています。 

村松君…今日は寒い。春よ来い、早く来い。卓話楽しみ。 

長野君…明日で 5 年、月日が経つのが早いですね。 

桐ケ谷君…先週 3/3 に誕生祝をして頂きました。 

田耕さん…ロータリーの活動、精神を学んで仕事に生かしたい

です。 

 

 

 

 

 

  No.33 2016 年 3 月 17 日

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 1-3-15 

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 

会 長◆桐田吉彦 

会 長 ｴﾚｸﾄ◆菊池 尚 

副会長◆安藤脩二 

幹 事◆服部城太郎 

ＳＡＡ◆福嶋謙之輔 

会 計◆市川 浩 

直前会長◆藤吉一哉 

会報委員長◇宝子山泰久 

─ 2610回 例会記録   2016年 3月 10日 ─ 

安藤脩二 副会長の時間 

報  告 

【ゲスト】：渡辺 力氏 かながわ 2780 ロータリー E クラブ会長 

【ビジター】：久保田英男ガバナー補佐 渡辺貞雄君（E クラブ） 

【出席報告】：会員数 52 名(出席免除 6 名)  

出席者 29 名 出席率 54.90％  
【地区委員会】：三宅君、石田君、村松君、藤吉君、大野君 

ニコニコＢＯＸ 本日合計 \37.000  
        累計 \1.543.500 
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「自分たちにできること」「ロー

タリーと世界に虹の架け橋を」  

を合言葉に会員同士の輪を尊重し運

営している。 

【E クラブ設立経緯】 

身体的事情・地理的事情・7 仕事の

スケジュール、その他事情により退

会された方、参加が出来なかった方達もロータリーの活

動が出来るようにということでスタート。ロータリーク

ラブの入会の可能性を拡げていく為、毎週の例会をイン

ターネット上で行い、何時でも参加できるようになって

いる。 

【クラブ概要】 

2015年6月21日正式に国際ロータリーの加盟クラブ

となった。 

★毎週の例会は水曜日から翌週火曜日まで 

（Web 上なので 24 時間いつでも出席可能。点鐘・ロ

ータリーソング・会長の時間・委員会報告・卓話と、

通常の RC 例会と同じ流れ） 

★地  域 ：RI に加盟している国と地域 

★入会資格 ：RI に加盟している国と地域の方 

★出席率は 100％ 

★メイクアップもWebで24時間、移動中でも可能です。 

※メイクアップには会員 ID が必要。費用は 500 円、  

クレジットカード決済、例会以外の事はロータリーク

ラブと同じ活動を行っている。(奉仕活動、財団・ポリ

オ寄付、財団支援、全体ミーティング・懇親会等) 

【会員構成】 

ロータリアン家族 8 名  元ロータリアン 7 名   

米山学友出身 3 名    ローターアクト出身 2 名 

ロータリアン紹介 10名 合計 30名（平均年齢 35歳） 

かながわ 2780 ロータリーE クラブは 20 代・30 代の

若いロータリアンを育てることを目的に E クラブに一度

入会していただいて、時間的・費用的に余裕が出来たら

各ロータリークラブに転籍して下さいと話しております。

5 年後・10 年後 E クラブ出身のロータリアンが各クラ

ブに所属し、横の繋がりをより強くしていきたいという

渡辺パストガバナーの考えのもと、私たちはそのことを

会員に伝えながら運営を行っております。 

【登録 E クラブ】 

日本ロータリーE クラブ 2650   

ワールド大阪ロータリーE クラブ   

福山ロータリーE クラブ 2710 

HYOGO ロータリーE クラブ   

愛知ロータリーE クラブ   

Rotary E-club Sunrise of Japan 

東京米山ロータリーE クラブ 2750   

2730 ジャパンカレントロータリーE クラブ   

東京ピースウィングロータリーE クラブ   

かながわ 2780 ロータリーE クラブ   

北海道 2500 ロータリーE クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月第１例会 

野村證券・鎌倉支店長 

山口 亮 氏 

卓話 「E クラブについて」   
渡辺 力 会長 

かながわ 2780ロータリーEクラブ 

担当：中根康夫 

3.11 ALL＝逗子 Movement. Vol.5 
「共に生きる」献花・鎮魂ブースを担当 

披露山梅林 剪定・草刈り 
3/12 8:30～ 逗子市ボランティアの方々と 

南相馬・牛越仮設住宅自治会の岡さん達も特産品を販売。クラブ

より「ぼちぼちいこカー」に 6 万円を贈呈 (防災ひろばにて) 

ボランティア 14 名、市緑政課 2 名、RC 会員 10 名が参加 会員 12 名交代で参加 陸前高田竹駒地区に届ける絵馬のメッセージも 

参加会員：藤吉・服部・松田・森澤・長野・中根・大野・寺嶋・ 

矢部(房)・矢部(光)・山本(由)・横山 各会員・事務局 2 名 

参加会員：藤吉・服部・菊池・三宅・長野・大野・寺嶋・ 

矢部(房)・山口・山本(由)各会員 ・事務局 


