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

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

財団ニコニコ 山科 鈴木（弘） 各＄10 

米山ニコニコ 臼井 5,000 円鈴木（弘） 2,000 円 

矢部（光）、矢島  各 1,000 円 

委員会報告 大野インターアクト委員長：11/3（金祝）

インターアクト年次大会 於：光明学園相

模原高等学校 皆様の参加お願い致しま

す。 

森澤社会奉仕委員長：10/1 集合 9 時、逗子海岸にてビ

ーチバレー大会を行います。準備のご協力

頂ける方は、早めに来て下さい。 

本日の進行（12:30） 

第 2780地区ガバナー公式訪問 

大谷 新一郎 ガバナー 

―次回のお知らせ― 

10月 5日（12:30） 

臼井 浩会員 

「米山奨学金について」 

 

安藤修二、岩佐直樹、清水信行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日は新世代の報告の日です。ボーイス

カート、ガールスカート、ＪＣの 3 団体の

皆様に日ごろの活動の報告を後ほどいた

だきます。最近町で子どもの声がめっきり

聞かれなくなりました。寂しい限りです。

児童虐待通告も半年で 3 万人を超すと新

聞は報じています。「子は宝」「子はかすがい」の言葉は何処

に消えたのでしょう。 

9 月 17 日、18 日は地区大会が開かれました。初日はガバ

ナー補佐、会長、幹事、会長エレクトが出席。主な議題は各委

員会の報告、そして夜はＲＩ会長代理の歓迎晩さん会と続きま

した。出し物は祇園甲部の芸子さん舞妓さんが祇園の舞を披露

し、席での写真撮影などで盛り上げてくれました。 

2 日目、逗子ＲＣは会員 18 名が出席、第 2 グループでは最

も多い人数でした。ジュディ・オングさんの記念講話、相模原

南のＲＣ会員の能楽師、松山さんの「高砂」の能を楽しみまし

た。中でも好評を博したのはＲＩ会長代理、鈴木 宏さんの現

況報告でした。スライドで本年のロータリーの課題について分

かりやすく解説頂きました。長寿会員の表彰では毛利会員が名

誉ある記念品を頂きました。  

 

 

匂坂幹事 開催案内：・10/28（土）2018-19 地区補助金

説明会補助金管理セミナー13:00～ 於：第１相澤ビル 

その他：・9/17・18 地区大会に 18 名が参加出席 

    ・9/28 例会、ガバナー公式訪問は会員 12 時集合 

    ・10/1 ビーチバレー大会、10/15 市民祭りです。 

     行事が続きますが、ご出席お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報  告 

村松会長の時間 

【出席報告】会員数 50 名（出席免除 4 名） 

      出席者 29 名 出席率 60.41% 

 No.12 2017 年 9 月 28 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：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 

会 長◆村松 邦彦 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆山本 由夫 

副会長◆松井 一郎 

    藤吉 一哉 

幹 事◆匂坂 祐二 

ＳＡＡ◆橘 武 

会 計◆岡本 久 

直前会長◆菊池 尚 

会報委員長◇宝子山 泰久 

長寿会員表彰（地区大会） 

毛利会員 

「ありがとうございま

す。これからも、がんば

ります。」 

三宅会員「結婚記念日忘れて奥様に叱られました。」 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常木様（鎌倉 RC）…本日メークアップさせて頂きありがとう

ございます！ 

今井様（鎌倉中央 RC）…本日は楽しみに参りました。よろし

くお願い申し上げます。 

渡辺様（JC 理事長）…本日は誠にありがとうございます。 

村松君、大野君…ボーイスカウト、ガールスカウトの小池様、

秋山様、JC の渡辺様よろしくお願いします。 

匂坂君、山本(三)さん…ボーイスカウト、ガールスカウト、JC の

皆様、鎌倉 RC 常木さん、鎌倉中央 RC 今井さんようこそ。 

毛利君…毎日毎日頑張って生きてゆく。 

福島君…秋らしくなりました。 

矢部（光）君、矢島君…新世代からの報告、BS,GS,JC の皆様

ご活動ご苦労様です！ 

鈴木（安）君…過ごしやすい季節になりました。 

三宅君、山科君…「新世代」の皆様、役員様ようこそ。 

湊屋君…8 月の誕生日の祝を頂いて。 

矢部（房）君…BS,GS,JC の皆様ようこそ！結婚祝ありがとう

ございます。 

草柳君…関東の気候は最高に良い。東北、北海道、九州がんば

って下さい。 

山口君、臼井君、菊池君…新世代の団体の皆様ようこそ。 

桐田君…親睦担当ですが、遅れてしまいました。中根君が準備

してくれました。 

山本（由）君…新世代からの報告の時期ですね！！ 

松田君…今日も暑いです！！ 

森澤君…ビーチバレーボール大会ご協力お願い致します。 

鈴木（弘）君…本日もよろしくお願いします。 

横山（健）君…ゲストの皆様ようこそ逗子 RC 例会に。 

清水（惠）さん…地区大会長時間お疲れ様でした。 

中根君…祝！！広島カープ優勝！！ 

小西君…暑かったり涼しかったり。統計では毎年9/21が夏（暑

さ）の最後みたいです。逗子の秋をたのしみましょう！ 

BS 小池様、村松会長、GS 秋山様、JC 渡辺様 

【ボーイスカウト神奈川逗子第 1 団 団委員長 小池佑利様】 

今年 55 周年を迎え、家族キャンプを日本連盟那須野営場にて行いまし

た。ボーイ隊は 5 泊 6 日の野営生活を送りましたが晴れる日がなく雨

との戦いでした。ベンチャー隊の 1 組は自転車で冒険旅行をしました。

逗子からフェリーで千葉にわたり茨城の大洗にてキャンプし、栃木県の

那須野営地まで 2 日間の自転車旅行を楽しみました。他の組は探検旅

行を楽しむ事を目的にソロキャンプをしながら長野県の上田と真田氏

の史跡を知る旅を行いました。カブ隊は 3 日 4 泊の舎営を行い雨の中

烏の森公園のハイキングを夕食にはパイ焼きハンバーグ作りを行い、ク

ラフト作りは室内で行いました。団家族全員が那須野営地に集合し団デ

ーを開催しました。ベンチャー隊が作ったゲバブも色を添えました。夜

はキャンプファイヤーで盛り上がり、楽しいキャンプができました。団

全体の行事予定は、4 月に入団式を 5 月に団総会、6 月に本部環境整

備、8 月 55 周年記念キャンプ、9 月海岸清掃 GS＆BS 合同で行いま

した。今後は赤い羽根共同募金、市民祭り、本部大掃除、新年集会、

BP 祭等を行う予定です。スカウトの数も減少傾向にありますが、何と

か魅力を高め、良き社会人を育成するボーイスカウト活動の目的を達成

するためにも、今後努力を続けてまいります。 

【ガールスカウト神奈川第 39 団 団委員長代理 秋山 満江様】 

年間プログラム…4 月フライアップ、入団式 5 月ガールスカウトの日イベント 6 月一泊訓練、蘆花公園清掃活動 7 月野外 

クッキング、宿泊訓練 8 月団キャンプ 八ヶ岳青少年の家 9 月逗子海岸清掃（逗子 BS＆GS）10 月赤い羽根募金、市民祭 

り、ハロウィン＠池子ベース 11 月親子でチャレンジ 12 月ユニセフハンドインハンド募金活動 1 月ガールスカウト神奈 

川県連盟活動報告会ブラウニー物語発表 2 月ワールドシンキングデー 3 月春の体験集会、オーバーナイトハイク、お別れ会。 

活動報告として、10 月池子米軍住宅のハロウィンに小学生～中学生が参加しました。ピザやカップケーキを食べたり、キャン 

ディーハントなどアメリカの家庭で行われている本物のハロウィンを見ることができました。地域活動 赤い羽根募金、逗子市 

民祭りスカウトランド企画運営のほか 2016 年度は久木里山会の皆様とともに田植えを体験しました。広報活動は、一般者向 

けに、11 月親子でチャレンジ、3 月春のお泊り会を設けたところ 2017 年度 3 名の入団へと繋がりました。 

39 団運営は、ガールスカウト 22 名、リーダー10 名、役員 8 名がガールスカウト活動の運営に従事しました。２０１６年 

度巣立ちした１名がヤングリーダーとして登録をして活躍しています。年々入団数が減少傾向ではありますが今後もガールガ 

イド・ガールスカウト世界連盟の一員として自ら考え、決定し、行動できる人となれるよう育成するガールスカウト活動を普 

及してまいりたいと思います。 

ニコニコＢＯＸ 本日合計    ￥５１,０００  累計 ￥４６８,０００ 

【一般社団法人逗子葉山青年会議所 渡辺理紗様】 

青少年の育成や街づくりを主な活動としています。２〇２〇年東京オリンピックに向けての活動です。 

池子トレジャーハンティングでは国際交流として折り紙等で日本文化に触れる。３〇名の募集枠に対して２５０名の応募があり

ました。葉山ウオークラリー、スタンプラリーをとおして感じたことを俳句にしてもらう。これも日本文化にかかわる活動です。

子供たちの感受性には驚かされます。１０月逗子キャンプで地域のブランディングを推進するために光り輝く街として、 

１０/７～９で８日に４５００本のキャンドルを使い海側からドローンにて撮影を行い、それを全国に発信していきたいと思い

ます。 

担当：大下 智明 


