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先週は春の嵐が吹くこともなく、快晴
迎え皆様のさくら見学はいかがでしたか。
私は目黒川沿いの桜を見てまいりました。
ＪＲ目黒駅から中目黒駅まで 30 分ほど
歩き、満開の桜の下を散策しました。両
岸に咲き誇る染井吉野が川を覆う風景は見事なものでした。
さて、いよいよ来週の日曜日は地区・研修協議会が開催され
ます。参加者は現在 804 名を予定しています。昨年 4 月、立
花学園高等学校で次期ホストクラブ会長として挨拶し一年が経
ちました。誠に早いものです。今年 1 月、実行委員会を立ち上
げ、開催地の下見、地区・研修委員会との打ち合わせ、定例会
後の数度の会合などを積み重ねてまいりました。矢部実行委員
長、大野実行副委員長はじめ皆様のお力をもって開催を迎えら
れますことをお礼申し上げます。また、清水会員には前日、当

―次回のお知らせ―
4 月 19 日(18:30)
金丸 章彦氏

事◆匂坂 祐二

村松会長の時間
続きでまさに春爛漫でした。桜の満開を

（早稲田大学名誉教授）
「源氏物語全 53 帖現代語
訳を終えて」

ＳＡＡ◆橘 武

TEL：046-870-6440
TEL＆FAX：046-873-0226

本日の進行（12:30）
中野 幸一氏

（陸将、補給統制本部長、
十条駐屯地司令）
「平和維持における自衛隊
の役割」

告

匂坂幹事 到着物：ガバナー月信 4 月号、ロータリーの友 4 月号
週報：横須賀北 RC
開催案内：・4 月 11 日（水）19 時～ 会長幹事会
於：葉山マリーナ３F エメラルドルーム
・4 月 14 日（土）13 時～ 第 11 回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員
会/ｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 於：アイクロス湘南
逗子・地域関係：4 月 28 日（土）池子フレンドシップデー
委員会報告 矢部（房）地区研修協議会実行委員長：本日も
例会後に、実行委員の役員の方は、打ち合わせを致します。
宜しくお願いします。
福嶋雑誌委員長：今月のロータリーの友も、是非読んで頂き
たいところを抜き出しました。宜しくお願いします。
ビジター 小坂 優様（東京八王子 RC）
東京八王子 RC は現在 65 名、来年で
60 周年を迎えます。浄明寺でお茶に関
わる仕事があったので、本日は逗子 RC
の例会に参加しました。また機会があり
ましたら、参加させて頂きます。

日の段取り、予算、詳細な運営スケジュール等を作成していた
だき感謝申し上げます。逗子ロータリークラブにとっては初め
ての経験で戸惑うことも数多くありましたが、ほぼ全体像が見

4 月 8 日開催逗子 RC ホストによる
「地区研修・協議会」についてのレクチャー

えてきました。今日の卓話で三宅ガバナー補佐、矢部実行委員
長から地区・研修協議会の意義、および会員の皆様の仕事につ
いて説明していただきますので、当日は万端遺漏なく進行した
いと思います。なお、4 月 12 日次回の定例会議には、京都紫
野ロータリークラブから 11 名の表敬訪問があります。よろし
くお願いします。

財団ニコニコ

三宅

＄1５０0

菊池、匂坂、森澤、桐ケ谷、山本（三） 各＄10

米山ニコニコ

三宅

船津、菊池、匂坂、森澤、桐ケ谷

20,000 円
各 1､000 円

・三宅ガバナー補佐が地区研修協議会のホスト役を逗子 RC が
担う事となった経緯を説明
・矢部（房）実行委員長より前日のリハ―サルと当日の全体の
流れや各分科会での担当者の作業、注意事項を説明。
・大野副実行委員長よりレジュメ（先日・当日のタイムスケジ
ュール）を基に様々な準備項目を説明。
・清水（惠）
、松田両実行委員より作業に係わる補足説明。

【出席報告】 会員数 51 名（出席免除 4 名）
出席者 33 名 出席率 66.00%

・例会に出席した全会員で地区研修・協議会成功への最善の
努力を再確認した。

逗子 RC のホストで
国際ロータリー第 2780 地区 2018 年

地区研修・協議会
2018 年 4 月 18 日（日）於

開催

神奈川県保健福祉大学

司会を務めた
山本(三)会員

ソングリーダー
川上会員

逗子 RC が初めてホスト役を務めた「地区研修・協議会」
。第 2780 地区 66 クラブ 804 名が参加。
会員が一丸となって周到な準備を進め、無事大役を果たした。参加者の好評の声に全員達成感を味わう。

矢部(房)実行委員長 村松ホストクラブ会長
開会宣言
歓迎の言葉

大谷ガバナー
挨拶

小沢元 RI 理事
挨拶

脇ガバナーエレクト
挨拶

大野副実行委員長
閉会宣言

地区協をサポートした
三宅第２グループ
ガバナー補佐

匂坂
ホストクラブ幹事
閉会挨拶

熱の籠った各分科会

ニコニコＢＯＸ

本日合計

各クラブの表彰

懇親会で開会挨拶をする大谷ガバナー

￥４０,０００

小坂優様（東京八王子 RC）…お世話になります。
岡本様（横浜銀行逗子支店新支店長）…これから宜しく
0
お願い致します。
村松君、匂坂君、三宅君、石田君、菊池君、大野君、山
口君…地区研修協議会がいよいよ開催、皆様宜しくお願
いします。
藤吉君…三宅さんよろしくお願いします。
鈴木（安）君…逗子会、ジャガイモ、両ゴルフ大会、山
口哲さん連続優勝、私との１，２フィニッシュ。
橘（武）君、山科君、桐田君、服部君、松田君、森澤君、
中根君、桐ケ谷君…地区協、皆でがんばりましょう。
毛利君…今日も元気です。
船津君…地区協議会参加します。
安藤君…桜とはこんなに儚いものか。

担当：宝子山

累計 ￥１,５６１,５００

矢部（光）君、湊屋君、草柳君…地区研修協議会を成功
させよう！！
矢部（房）君…4 月 8 日地区研修・協議会が開催されま
す。ご出席をお願いします。
宝子山君…地区協直前。全員力を合わせて成功を！
山本（由）君…地区研修・協議会の最終打ち合わせ、三
宅 AG、矢部（房）実行委員長宜しくお願いします。
山本（三）君…地区協議会司会がんばりまーす。
横山（健）君…岡本新支店長、ようこそ逗子 RC へ。
小西君…2 年間、本当にありがとうござました。とても
楽しい時間を過ごす事が出来ました。感謝しており
ます。皆様御身体に気をつけてお元気で！！
清水（惠）さん…ブルーベリーの花が咲き始めました。

