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―2717 回 例会記録
皆さん、私の年度の第二例会に出席して
頂きありがとうございます。今年の梅雨は
あっという間に明けてしまいました。観測
史上最短の梅雨明けだそうです。これから
盛暑の季節になってきます。熱中症や脳梗
塞などに、特にご注意下さい。
先週、今週と色々な事が起きました。京
都・広島・岡山・四国・九州など、今までにないくらいの大雨
が降り、死者、行方不明者が多数出ています。8 日には愛媛地
方に特別災害注意報が発令されました。愛媛に実家がある三宅
さんのところ、大分に実家がある桐田さんのところは大丈夫で
しょうか。自然破壊や人間の身勝手で、地球全体が少しおかし
くなっているようです。いつ、どこで災害が起きるかわかりま
せん。皆さん、どうぞ気をつけてお過ごしください。逗子ロー
タリーでも、西日本災害の募金をしたいと思います。
また、先週は落語家の桂歌丸さんがお亡くなりになりました。
歌丸さんには、2013 年の文化プラザなぎさホール 550 席で
ご出演頂き、その時の実行委員長を私が務めました。楽屋では、
歌丸さんから色々とお話を伺う事ができました。落語一筋で今
までやってこられ、色々な病気や困難を乗り越えてこられた事
を伺い、私も大変勉強になりました。ご冥福をお祈り致します。
そして 6 日には、オウム真理教の教祖・麻原彰晃ほか 6 名の
幹部の死刑が執行されました。約 30 年前のカルト教団の狂気
の行動で、地下鉄サリン事件、松本サリン事件、坂本弁護士一
家殺害事件や多くの殺人事件等を起こし、教祖の麻原彰晃や教
団幹部の死刑判決が出たあとも拘置所にいたことは税金の無駄
使いと思っておりましたが、今回ようやく執行されました。国
会の会期中は、死刑執行されないのが通例ですが、被害に遭わ
れた方や、亡くなられた方のご家族の心情を察すると、まだ残
りの教団幹部の死刑執行も、一日も早く行われる事を願ってお
られるものと思います。今の若い人の中には、戦後最悪のカル
ト教団をしらない人達が多いと思いますが、今後このような教
団が出ないとも言い切れません。宗教の裏表を見せつけられた
事件でした。私も気の弱いところが多々ありますので、残りの
人生、特に気をつけていこうと思っております。
毎日、新聞やテレビ等で事件事故災害等が発表されておりま
すが、世の中、何が起きても不思議ではない時代になって来ま
した。皆様気をつけてお過ごしください。今日はこれから公共
イメージ、会員増強、退会防止、R 財団、米山奨学各委員会の
年度方針を発表して頂きます。宜しくお願い申し上げます。

会計◆岡本 久

2018 年 7 月 12 日―
幹事報告
清水幹事

週報：鎌倉 RC・葉山 RC より 2017-18 年度
1 年間の会報
開催案内：10/6（土）9:30～於：市ヶ谷日本棋院本院
「第 17 回ロータリー全国囲碁大会」
その他：
「みんなで作る第 61 回逗子海岸花火大会」実行
委員事務局より協賛のお礼と報告を受領
委員会報告
岩堀親睦委員長：7/26（木）納涼同伴例
会につきまして、詳細を本日の例会後に親睦
委員会で決め、早急に皆様にご案内をお送り
致します。皆様、ご出席、どうぞ宜しくお願
い致します。
世界大会 in Toronto
村田会員夫妻、桐田会員夫妻と 6
人で行って参りました。カナダの
雄大な自然を見て来ました。つい
でに N.Y も観光に行き、大変良い
３回目の世界大会に出席し
私自身３回目の世界大会出席
て参りました。言語変換機を
になりました。言語変換機を使
使用し、大変役に立ちまし
い大変便利でした。会場はとて
た。会場は大きすぎて遠くに
も広く舞台が遠く感じました。
感じました。結婚記念も兼ね
結婚記念も兼ねて、良い思い出
て良い思い出となりました。
となりました。（桐田会員）
（桐田会員）

思い出となりました。（三宅会員）
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【出席報告】

各

会員数 49 名（出席免除 4 名）
出席者 35 名 出席率 71.42%

1,000 円

公共イメージ・会員増強・R 財団・米山奨学年度方針発表
（森澤 職業奉仕委員長）
外向きの職業奉仕として、クラブと社会の問題とニーズに応えてロータリーを PR する。
（石田 公共イメージ広報担当理事）
楽しいイメージを PR したい。又、全会員にマイロータリーのアカウントを作って頂きたい。
（橘 会報編集副委員長）
今年度は委員を 17 人に拡充した。読みやすく活き活きした記事を掲載したい。
（松田 IT・PR 委員長）
ロータリー情報を効率的に伝達し、PR 効果も生み出したい。
（村松 雑誌委員長）
ロータリーの友は、各クラブの様々な活動が分かり、とても面白いので是非読んで欲しい。
（岡本（一）写真・映像委員長）
逗子クラブのアーカイブとして、記録に残る写真を残していきたい。
（三宅 会員増強・退会防止担当理事兼ロータリー研修委員長）
錚々たるメンバーで何をしようか検討中なので、乞うご期待！
（菊池 会員増強・退会防止委員長）
是非、新会員候補者のご紹介をお願いしたい。退会防止は例会出席の奨励とコンタクトで。
（鈴木（久） 会員選考担当）
皆さんの推薦により、会員に相応しい方を選考していきたい。
（毛利 職業分類担当）
11 年間職業分類担当を続けているが、一生懸命出席するつもり。
（矢部（光） ロータリー財団米山奨学委員会担当理事兼ロータリー財団委員長）
委員 8 名中 7 名が会長経験者であり、皆さんにお願いをする委員会。
（臼井 米山奨学委員長）
日本に来る学生を助ける委員会で、学生は我々の仲間として迎え入れてあげたい。
担当：服部
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山本（由）君…公共イメージ、会員増強、R 財団、米山奨学、
各委員会の皆様、年度方針宜しくお願い致します。
清水（惠）さん…災害地の事を思うと穏やかな湘南地区を有難
く思います。
鈴木（安）君…たまには今日のように涼しい日があって良い。
福嶋君…今日で第２回目の例会、会長頑張れ。
矢部（房）君…大阪地震、西日本大水害と関西の方々にお見舞い
申し上げます。やはり日本は災害列島、常に備えましょう。
毛利君…今日も元気です。
船津君、三宅君、桐ケ谷君…よろしくお願いします。
村田君…山本年度、うまくいきそうな気配？
安藤君…今回の風雨災害に対してお悔やみ申し上げ、日本国の
借金がまた増えますね。
矢部（光）君…ロータリー財団、米山奨学に寛大なご寄付をお
願いします。
山科君、山口君…山本会長がんばって下さい。
草柳君…津波災害（田越川、久木川、小坪川）崖崩れに対し、
早期避難を心掛けよう。
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臼井君…本会場は涼しくて、快適です。
村松君…暑い日々です。今年の夏はおそろしい。
松井君…西日本豪雨災害、本当に気の毒だ！心からお見舞い申
し上げます。
桐田君…福嶋会員、米山、財団ご苦労様です。
菊池君…今日は委員会方針の発表です。
岩堀君…２６日納涼会、ふるって参加下さい！
大野君…山本（由）年度委員長、発表よろしくお願いします。
服部君…本年度も宜しくお願いします。
山本（三）さん…暑すぎて皆様御身体ご自愛下さい。
横瀬君…西日本大変な水害でした。頑張れ岡山、広島。
松田君、矢島君…暑いです！！
匂坂君…西日本の豪雨災害とても心配です。
森澤君…山本年度初出席です。先週は失礼致しました。
中根君…海が恋しいです！！
岡本（一）君…逗子市役所 HP の逗子フォトサイトに昔の写
真がアップされています。勉強になりました。

