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国際奉仕フォーラム
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―次回のお知らせ―
4 月 6 日（12:30）
逗子ロータリークラブ
55 周年の歩み（仮）

2017 年 3 月 23 日 ─
報

菊池会長の時間
みなさん、こんにちは
今日お彼岸も明け、桜の開花宣言も届き、
だんだんと春めいて参りましたが、昨日は、
共生 95 の皆さんによる披露山梅林の整備、
草刈りが行われました。急なお話でしたの
で、連絡が行き届かず申し訳ありませんで
した。責任者の山本由夫会員、矢部房男会員、清水恵子会員と
私がお手伝いとして参加し、共生 95 の方たち 10 名ほどで、
たちまち草が刈られ、すっきりと奥まで見通せるようにきれい
になりました。6 月に梅の実を収穫するのが、楽しみです。ま
た、ロータリーでは次年度のプログラムも始まり、村松会長エ
レクトの PETS 参加報告も後ほどお願いしたいと思います。
ところで、昨日の新聞には、新しい公示地価が発表されてま
したが、全国的には横ばいながらも都市部はやや上向き、しか
し、三浦半島特に横須賀方面では、著しい低下が見られていま
す。逗子市内は概ね横ばいから微増というところでした。市内
では、超高齢化がすすむ中、少しずつではありますが、子育て
世代の顔が増えてきているような気がします。逗子市のまちづ
くり審議会に三宅会員と一緒に参加してますが、その中で、中
心市街地、逗子駅前を中心としたエリアの活性化が課題として
取り上げられており、三宅会員は、中心市街地こそ、子育て世
代や高齢者が住みやすいように、手の届きやすい価格の住宅や
集合住宅を検討すべきと発言されています。逗子市が、もっと
住みやすい街になり、子育て世代と高齢者が共存出来るまちに
なるようにお手伝いをしていきたいと思っています。
今週末の土曜日に、第 2 グループ IM が行われます。当クラブ
からは、服部会員と横山会員が、発表者、パネラーとして登壇
し、三宅 AG エレクトの出番もあるようです。大勢の会員で、
IM を盛り上げたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いし
ます。
さて、本日の例会は、4/22 記念例会に向けて 55 周年実行委
員会全員の会議を開催します。藤吉、石田の両部会長を中心に
前夜祭、エクスカーション、式典及び懇親宴の内容が決まって
参りましたので、クラブ全体で、タイムテーブルや役割分担を
確認し共有していきたいと思います。しっかり耳を傾けて、会
議へのご参加をお願い致します。

事◆松田 壽之

本日の進行（18:00）
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松田幹事到着物：・インターアクト海外研修報告書
開催案内：・６/３（土）１５:00～「第 18 回ロータリー
国際囲碁大会」於：台湾 桃園市内のホテル住都大飯店
委員会報告 山本会員：22 日（水）に披露山の梅林の草刈り
に行って参りました。参加者は菊池会長、矢部房男会員、
清水惠子会員、山本由夫会員。
村松会長エレクト：3 月 14 日 PETS に行って参りました。若
い方が多いと感じ、若返り、活性化していく事は良い事だ
と感じました。朝 10 時～19 時までの長い時間で疲れま
したが、ロータリーは大きな組織であり、様々な奉仕活動
を行い、改めてロータリ―を勉強してきました。
福嶋会員：毎年恒例のお花見会を有志でいたします。4/2（日）
18 時～ 於：一葉 皆様是非ご参加下さい。
「パズルを解いてロータリーを学ぼう
投稿しよう パズル de ロータリー・・・★」
SAA（会場監督） 矢部 光治
毎号、クロスワードか数独の問題が掲載される。答えはロータ
リーに関するもの。3 月号の答えは 3 か月前、12 月に出題され
る。12 月の答え「セービンハカセ」何だか解らない？ポリオ（小
児麻痺）生ワクチンの発明者アルバート・セービン博士（アメリ
カ）と解る。
11 月号は 1989「数独」規定審議会で女性会員が認められた
年。10 月号の答え「あいつぼ」
（藍壺）は米山梅吉翁の雅号。和
歌、俳句、漢詩を詠んでいる。9 月号の答「６５」ロータリーの
友が創刊されて 65 年目に入る。尚「ロータリーの友」の命名は
岐阜ロータリーの遠藤健三氏が「主婦の友」からヒントを得たと、
村松会長エレクトに係わるのが何かの縁か？この際、是非「ロー
タリーの友」を読み返して見てください。

3/22

9：00～11：00

披露山梅林の草刈実施

55 周年式典を 4 月 22 日に控えて、
実行委員会より以下の通り準備状況や依頼事項の説明がなされた。
１．山科 55 周年実行委員長挨拶
あと 1 ヶ月足らずで 55 周年式典を迎える。成功のために会員みなさんのご協力を頂きたい。
今回、準備事項・役割を説明するが、臨機応変にご対応願いたい。

２．全体会議
菊池会長が進行役となり、以下説明された。
１）タイムテーブルについて（藤吉５５周年実行委員） ２）役割分担について（藤吉 55 周年実行委員）
３）ユニフォームについて（菊池会長）

タイムテーブル、役
割分担について、説
明される藤吉 55 周
年実行委員。心を一
つにして成功させ
ましょう！

第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

４）記念誌について（宝子山 55 周年記念誌担当）

記念誌の出来は、
ほぼ、写真で決ま
ります。写真担当
の方は、どうぞ宜
しくお願い致しま
す。

Intercity Meeting

クラブの代表的な活動の発表。
逗子からは服部会員が参加。

記念式典には、紺ブレザーに、
揃いのネクタイを着用する事
になりました。ご協力お願い致
します。

担当：服部

開催 3 月 2５日(土)

新会員によるディスカッション。
逗子からは横山会員が参加。

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥３６,０００

菊池君…いよいよ 55 周年記念例会まであと 1 か月を切りまし
た。全体会議よろしくお願いします。
松田君…55 周年式典まで約 1 か月です。宜しくお願い致します。
村松君…まだまだ寒いです。桜咲かないかな！
宝子山君…心ウキウキ桜開花カウントダウン。
矢部（光）君…成功させよう 55 周年記念式典！
毛利君…1 週間が本当に早いです。
福嶋君…桜を皆んなで楽しみましょう。
安藤君…桜よ早く咲いて。
船津君…よろしく。
山科君…55 周年が近づきました。よろしくご協力お願いします。
山口君…55 周年の成功をさせよう。
湊屋君…55 周年が成功するように。
矢部（房）君…近所で桜が満開、春です。
草柳君…本日横浜開花宣言、日本の一番良い季節。
三宅君…５５周年記念イベント無事終了するように。

於：鎌倉プリンスホテル

次年度ガバ
ナー補佐の
ご紹介

テーマは「これからのロータリーを想像してみよう」
逗子 RC からは 21 名が参加

￥１,５１１,３３０
藤吉君…55 周年まで 1 ヵ月を切りました。
桐田君…せわしくちこくしました。
山本（由）君…５５周年大成功に終わる様、期待して全体会議
宜しくお願いします。
服部君…春めいてきましたね。
北島君…桐ケ谷様、先日話をさせていただいたと思ってました。
悲しいです。
川上君…ようやく春ですね。
山本（三）君…55 周年がんばっていきませう。
匂坂君…本日も宜しくお願いします。
横山君…ゴルフやられる方、結構沢山のルール改正があるよう
です。
清水（惠）さん…桜、もうすぐ。
小西君…まだまだ寒い日が続きます。皆さんお身体を大切に！
【出席報告】会員数 51 名（出席免除４名）
出席者３０名 出席率 6１.22%

