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藤吉 一哉
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村松会長の時間
今日は社会奉仕について議論していた
だきます。奉仕活動はロータリーの基本理
念の大切な項目です。奉仕活動にはクラブ
奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青
少年奉仕の５つに分類されています。クラ
ブ奉仕を除き、成り立ちと詳細な規定はロータリアンの手引き
に掲載されています。

匂坂幹事

本日の進行（12:30）
年次総会 ・ 役員・ｸﾗﾌﾞ
管理運営上半期報告
下半期計画発表

―次回のお知らせ―
12 月 14 日(12:30)
奉仕プ・広報・会員増強・
R 財団米山 上半期報告・
下半期計画発表

告

到着物：・１月 11 日（木）12:30～

於：成福寺

大船 RC「新年初釜例会」のご案内
開催案内：・12 月 9 日（土）13:00～ 於：第１相澤ビル 6 階
第 7 回インターアクト委員会・アクターズミーティング
・12 月１２日（火）18:30～

於：トラットリアヴォラ

会長幹事会（ホスト逗子 RC）
国際ロータリー関係：12 月ロータリーレート：＄１=112 円
・2018 年トロント大会（参加ツアー6/21～6/26）

地域のニーズを検討し、各クラブが得意とする職業上の能力

12 月 15 日までの申し込みについて登録料の早割有り

や趣味の力を生かす。また実行に当たっては可能な限りの資金
や人材を提供し、地域社会にも参加を求めること。適当であれ
ば地域の公共組織、奉仕団体、その他の諸団体に継続中のプロ
グラムを移譲し、新しいプロジェクトを創造し携わることなど、
詳細に規定されています。
社会奉仕の原点は地域社会との融合と考えます。現在逗子市
は財政がひっ迫し、色々な活動助成を見直すと報じられていま
すが、しかしロータリーが関わる良い機会でもあります。こう
した観点からも皆様に議論していただき既存の奉仕活動を洗い、
新しいプロジェクトを考えて頂ければ幸いです。「最もよく奉
仕するものは最も多く報いられる」という精神で取り組んでい
ただければこれに越したことはございません。進行につきまし
ては社会奉仕委員長の森澤会員が務めます。活発な議論をお願
いいたします。
【出席報告】会員数 51 名（出席免除 4 名）
出席者 30 名 出席率 60.00%

米山ニコニコ

桐ケ谷、船津

各 1,000 円

財団ニコニコ

桐ケ谷

＄10

2017～2018 年度

第２グループ

I．M．開催のご案内

Intercity Meeting
〈テーマ〉
ロータリーの基本は職業奉仕だ！！
開催日：2018 年 2 月 10 日（土）15:00～19:15
会場：逗子文化プラザ①市民交流センター
②さざなみホール
登録料：7,000 円（全員登録）

プログラム
★市民交流センター（15:00～17:30）
登録
15:00～15:30
例会
15:30～15:50
記念講演会
15:50～16:35
講師：瀧澤秀俊 2780 地区職業奉仕委員長
フォーラム
16:35～17:30
「我がクラブの職業奉仕活動」
★さざなみホール
開会
アトラクション
手に手をつないで
閉会

友好の広場（17:45～19:15）
17:45
18:30
19:10
19:15

社会奉仕フォーラム

フォーラムリーダー

森澤 義一 委員長

森澤義一社会奉仕委員長が 2 つの議題を提案、4 グループに分かれ

(於：海狼)

討論・発表

議題①

披露山梅林の管理について・・今後の管理体制はどうすればよいか・・《梅林設置時の会

議題②

青少年スポーツ活動の支援について・・インターアクト生減少する中、地域におけるロー

長であった村田より当時の説明を頂き》
タリーの認知度向上のために、継続事業の「ビーチバレーボール大会」以外に青少年のス
ポーツ活動を新たな事業活動として支援すべきか・・《逗子リトルリーグに携わる矢部房男
会長より説明を頂き》
梅林設置のいきさつ

村田典昭会員

リトルリーグについて

▼創立 30 周年の記念事業に何をするか考えた。一つは、前
年から始めたチャリティーゴルフで、バブル期
で、応募者が多く 100 万円ほどの益金を、社
協に寄付をした。▼逗子市の老人人口が増える
可能性を考え、梅、甘夏を収穫して施設にプレ
ゼントをして喜ばれるのもいいねと考え、逗子市より土地を
借り鈴木久弥会員の力添えもあり果樹園を始めた。▼近年は
盗られてしまうのか収穫が無い年が多いと聞く。草刈等管理
がとても大変で、苦労だけで収穫が無いのでは喜びが無い。
始めた者としては恐縮であるが、もうやめても良いのではな
いかというのが本音。その費用を他の事業に回したら？

テーブル 1

大野宏一 会員

発表

残っているのであれば寂しい。管理は青少年団体と一緒にす
るか、他の団体に引き継いでいく。今と同じように共生 95
と一緒に、縮小していく。
考えられる。単年度で、ボールの寄付とか、アーチェリーや、

博 会員

発表

①梅が収穫出来ているので継続が良い。ロータリが守っている
という宣伝になる。看板等充実したらどうか。
②オリンピックの開催につき、大学のヨット部に頼み、ヨット

健 会員

ータリー主催で第九の合唱会をしたら？メンバー・女性会員
も増えるかも。

テーブル 4

他の団体とかに単年度の支援をしたらどうか。

横山

草柳

の指導を行う。お金は少しかかるが。12/31 逗子駅前でロ

②団体競技の方が支援しやすい。お金、人、物、道具の支援が

テーブル 2

▼逗子にリトルリーグを作ったのは、菊池正
治さんで、少年野球に必要なものが何もない
状態であったが、工面して始まった。菊池初
代会長、次は鈴木安さん、私矢部房男と続き、
逗子ロータリークラブにも選手の卒業生が数
人いる。県大会では何度か優勝している。時には人材や人数
が集まらず、指導者は努力・苦労している。▼運営は会員の
親御さんの費用で賄っていて、経費は掛かり足りていない。
▼青少年育成は、リトルだけではないが、ロータリーは長く
いろいろな活動の場を作ってきた、そういう中でリトルの話
をさせてもらった。

テーブル 3

①収穫が無いのであれば辞めた方が良い。
・下草がりの作業だけ

矢部房男会員

発表

矢部房男 会員

発表

①管理を含め市に返す。又は、冨田さん達に管理をやってもら

①市に返し手を引く。更地にするとか返し方は考える。

う。整備の大変さは現実であり、何とかしたい。

②ビーチバレーは、公共性があり一般に広く奉仕する。リトル

②負担がかからず長く継続することのできる事業が良い。一番

などへの支援は個別的奉仕になる。相手を見つけるのは難し

はビーチバレー。スポーツだけでなく逗子開成・自衛隊のブ

い。仮に対象が見つかったら、お金と共に活動の支援をする。

ラスバンドのコラボでお金を得るなども考えたら？

その場合は期限を決めて始める。

(担当：清水惠子)

担当：宝子山

ニコニコＢＯＸ

本日合計

￥７０，０００

森澤君…フォーラムディスカッション宜しくお願いします。
村松君…社会奉仕フォーラムよろしく、新しい奉仕に期待しま
す。
匂坂君…早いもので今年も残すところ 1 ヵ月です。
藤吉君、岡本君、大野君…森澤委員長よろしくお願いします。
船津君、山口君、山本（由）君、山本（三）さん、清水（信）
君
…社会奉仕フォーラムよろしくお願いします。
村田君…82 才のお祝いを頂きました。
矢部（光）君…孫娘が教鞭を執る学習院初等科の文化祭を見学。
心に残る一日でした！
安藤君…米海軍は又事故で自制、ホンデ―リセプションも無し。
鈴木（安）君…1 年過ぎるのは早いね、もう 12 月。

累計

￥８５５，０００

湊屋君…母の葬儀にお手伝いを頂きまして有難うございました。
矢部（房）君…今年ものこすところ 1 ヵ月です。早いですね。
草柳君…風邪は万病のもと。風邪に注意をしよう。
桐田君…ちょっと遅刻しました。
岩堀君…昨晩葉山 RC で卓話してきました。
横山君…昨日、ゴルフで思わぬ収入がありましたので。
清水（惠）さん…フォーラムよろしく。明日から早や 12 月。
小西君…今年もラスト 1 ヵ月になりました。
早いですね。
2017
年を思い切り楽しみましょう！
桐ケ谷君…明日から早や師走です。
大下君…入会してもうすぐ 1 年です。長いようで短いです。

ご協力ありがとうございました。

