逗子ロータリークラブ

Weekly Report

2018-2019 No.23 2018 年 12 月 13 日
例会日

会

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

長◆山本

副会長◆福嶋 謙之輔
鈴木 安之
幹

事◆清水 惠子

ＳＡＡ◆矢部 房男
会計◆岡本 久
直前会長◆村松 邦彦

TEL＆FAX：046-873-0226

会報委員長◇宝子山 泰久

忘年会
於：カンティーナ

2018 年 12 月 6 日―
幹事報告

山本会長の時間
一昨日の 12 月 4 日、アイクロス湘南で
開催されました地区大会増強事例セミナー
へ、私と菊池会員増強委員長の 2 名で参加
してきました。地区 68 クラブから選ばれ
た横須賀西の高橋副会長、葉山クラブの小
田直前会長、鎌倉中央の橋本パスト幹事、
藤沢西の端山パスト会長、伊勢原の堂前会
長、小田原中の峯会長、ふじさわ湘南の中田会長、海老名欅の
岡会長、以上 8 名のパネラーの方々が、松下力地区増強委員長
の司会進行で、約 2 時間のパネルディスカッションを行いまし
た。藤沢 RC では現在 21 名の会員で、親睦活動が一番重要と
の意見でした。葉山 RC では、
「困ったときはロータリー」を合
言葉に、常に会員同士で仕事関係・生活面等の相談をしあって
おり、その中で会員以外の人たちに行き当たりばったりで増強
しているとの話でした。
ふじさわ湘南 RC では、ロータリーの活動に会員以外の人た
ちを入れて奉仕活動をしているそうです。若い人が多いため、
例会は夜間だけとしています。今年度はまだ入会者がゼロです
が、ロータリーのサポータークラブを作り、会員以外の人たち
を入れて奉仕活動に参加してもらい、会員を増やしていきたい
との意見でした。鎌倉中央クラブでは、入会金なし、会費も下
げて増強に力を入れているとの話でした。以前は例会中に会員
同士が話をしていると先輩会員から怒られたことがあったそう
ですが、ただ例会に出席するだけではつまらなくなり退会に繋
がる恐れがあるという理由から、例会中の会話を許可したこと
で会員同士が仲良くなり、18 名の会員が現在 21 名に増えて
例会を楽しんでいるとのことでした。伊勢原クラブでは、増強
は会員で行い、去年は 12 名増えて現在 61 名になったそうで
す。今後は会員 70 名を目標に頑張っているとのことでした。
横須賀西クラブでは現在会員が 16 名おり、会員同士の仲が
いいそうです。ここ数年は退会者ゼロ、入会者もゼロとの話で
した。毎月の理事会も、会員全員で行っているそうです。常に
100％例会を実施しているとのことでした。小田原中クラブで
は、グループを作り、その中で会員増強をしているとの話でし
た。夜は若い人も入れて飲み会を開き、その中で増強を図って
いるとのことです。海老名欅クラブでは、増強ミーティングを
開きロータリーの仲間たちとの絆と喜びを伝えて増強している
との話でした。逗子クラブでも、12 月までの上半期で入会者
ゼロです。下半期では２～３名の会員を増やしていきます。御
協力よろしくお願い致します。
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12 月 20 日(18:30)

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一

事務所：逗子市桜山 6-3-29

―2737 回 例会記録

本日の進行（12:30）

由夫

今日は、年次総会と役員クラブ管理運営委員会の上半期報
告・下半期計画発表をしていただきます。よろしくお願いいた
します。これで会長の時間を終わらせて頂きます。
清水幹事 到着物：ロータリーの友 12 月号
週報：横須賀北 RC、横須賀西 RC
開催案内：・12 月 11 日（火）18 時～会長幹事会
「すし処きみ」 ホスト：鎌倉 RC
・1 月 26 日（土）13 時～15 時
「第 2 回地区補助金説明会」於：相澤ビル 3 階
例会変更案内：鎌倉大船 RC①12/6（木）18 時～
クリスマス家族例会 於：古我邸
②12/13（木）18 時～ 忘年会 於：カサドール
③12/20、27 休会
委員会報告 村松雑誌委員長：今月もロータリーの友から
抜粋致しました。充実した記事が載っております。
クロスワードパズルも是非チャレンジして下さい。

12 月理事会報告
・忘年会 12/20（木）について：カンティーナにて開催。
会費 2,000 円、アトラクションはカラオケ。→承認
・新年会 1/17（木）について：日蔭茶屋にて開催。アト
ラクションは琴、三味、オカリナ、フルート演奏。
→承認
・3/2（土）第 2 グループ I,M について：逗子 RC 劇団に
て寸劇を行う。予算 50,000 円、劇団長に三宅氏
→承認
・下期プログラムについて：①親睦旅行は京都紫野 RC と
の旅行会としたい②100％出席例会会場は哉吉
→承認
２０２１－２２年度
会長ノミニーに
匂坂祐二会員

年次総会開催
2019－2020 年度役員(☆)･理事決定
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大野宏一
山本三津子
三宅譲
山本由夫
矢島浩
岡本久
匂坂祐二

横山健
石田隆
桐田吉彦
藤吉 一哉
松井一郎
菊池尚
松田壽之

役員・クラブ管理運営委員会
山本 由夫会長
７月より会長を仰せつかって、皆様から叱咤激励され何とか半
年経過しました。来年の５月には年号も変わるという事でそう
いった点では記念の節目の年に会長をさせていただけたのかな
と思います。来年度に向け会員増員したいと思っております、
下半期もよろしくお願いします。
鈴木 安之副会長
山本会長の下、半年が過ぎました。貫禄が付いてきたとまでは
言いませんが慣れてきたと思います、なんと言っても幹事がい
いので！副会長としても何とか支えていこうと思いますので皆
様のご協力お願い致します。
福嶋 謙之輔副会長
山本会長が無事に出来るかな？と一番心配していたのが山本康
子夫人でございます。半年経ってホッとしていると思います。
鈴木副会長からもありましたが、やはり清水幹事が孤軍奮闘し
て引っ張っております、これに続きまして次年度も皆様のご協
力よろしくお願い致します。
矢部 房男ＳＡ
私自身、初めてのＳＡという事で、ＳＡが会場監督と言いまし
ても、どこまでやればいいのか不確定要素の多い中で調整をさ
せていただきました。とは言ってもＳＡがこければ会全体もこ
けるといった緊張感を持って取り組ませていただいております。
まだまだ老体に鞭を打って努力をしていきたいと思います、下
半期も引き続きよろしくお願い致します。
岡本 久会計
１０月までの会計の方を理事会にて報告させていただきました。
収入に関しては滞りなく入金が入っています、支出の方も特に
無駄なものは無く適正に処理されていると思いますが下期も継
続して適正な会計を務め、会計監査に備えたいと思います。
大野 宏一会長エレクト
来年度に向け、役員７名・理事７名という事で決まりました。
他クラブ特に京都では１２月から次年度の計画を練ったりして
いるみたいです。４月からは学校も年度が替わり青少年の方も
やらなければならないという事もありますので山本年度途中で
すが、これからいろいろとよろしくお願い致します。
財団ニコニコ

桐田、匂坂

担当：中根

各＄10

桐田、匂坂

各 5,000 円

矢部（光）

2,000 円

松井、菊池、横瀬、桐ケ谷、森澤、大下

ニコニコＢＯＸ

村松 邦彦直前会長
本当に早いもので半年経ちました。山本会長も慣れてきてスム
ーズに進行されていると思います。今年は直前会長として、と
いうよりもクラブ管理委員として外に出る機会が多く感じた。
逗子は親睦に入れている力をもう少し奉仕活動に入れてみては
と思っており、ぜひ考えていただければと思っています。
【松井 一郎クラブ奉仕委員会担当理事】
松井 一郎プログラム委員会
上半期プログラム委員長を桐ケ谷委員長にお願いしておりまし
たが、急遽市長選に立候補という事で代わりに私が勤めさせて
いただいておりますが、桐ケ谷委員長は前期のプログラムを全
て埋めていただき、幅広いジャンルの方を紹介いただきました。
後期のプログラムについては皆様のご協力もあって４月まで全
て埋まりました。
岩堀 恭一親睦委員長
親睦委員会としましては年に５回大きな行事がありますが、今
月は忘年会・来年には新年会・親睦旅行もあります。山本会長
とは家が隣で年３００日は顔を合わせています、康子夫人もい
かに大変かという事も見ておりますので、何とか山本会長の為
に半年間頑張りたいと思います。
大下 智明ニコニコ委員長
不慣れな点も多くあり、また声が大きい点改めてお詫び申し上
げます。自分なりに考えて行っておりますが、少しでも勉強し
ながら、お役に立てる様に頑張っていきたいと思っています。
引き続きニコニコのご協力お願いします。
矢島 浩出席委員長
私自身、今まで出席はほとんどしてなかったのですが、今年は
７０％くらい出席できて少し貢献できる様になってきたと思い
ます。今年の出席率はだいたい５０～６０％を推移しており、
これが７０％くらいになってくれればいいのかなと思います。
私も下期は全出席していきたいと思います。
清水 恵子幹事
至らぬ事ばかりで、毎回大変だなと思いつつ、皆様のご協力で
本当に助けられていただいております、引き続き後半もよろし
くお願いします。もう少し頑張ります。

各＄50

菊池、桐ケ谷、森澤
米山ニコニコ

上半期報告・下半期計画発表

本日合計

【出席報告】

出席者 31 名

各 1,000 円

￥３８,0００

山本（由）君…上半期の例会もあと 3 回になりました。今日の年次
総会、役員クラブ管理運営上半期報告を宜しくお願いします。
清水（惠）さん…本日は次年度の役員理事を決める年次総会です。
よろしく。
鈴木（安）君…寒暖の差が激しい今日この頃。
福嶋君…本日所用の為、早退致します。
村田君…冬が来たかも？
安藤君…クリスマス時季は米海軍の方で忙しいです。
矢部（光）君…師走に入るも記録的な暑さに驚き！でも今月から寒
くなる予報。
橘（武）君…今年もあとわずかに・・・。
矢部（房）君…今年も師走となりました。一年は早いものです。
松井君…匂坂さんおめでとう！大野さん頑張れ。
村松君…選挙が近づきました。桐ケ谷会員の応援よろしくお願いし
ます。
山口君、三宅君…年次総会よろしく！！
藤吉君…来年もがんばりましょう。

会員数 47 名（出席免除 3 名）
出席率 68.88%

累計 ￥９２２,０0０

桐田君…上半期ご苦労様です。
菊池君…山本年度も無事半年たちました。
岩堀君…山本年度も半分、来季も宜しくお願いします。
岡本（久）君…もう 12 月ですね！寒くなるわけです。
矢島君…皆様上半期の活動、お疲れ様でした。
大野君…忘年会シーズン、御身体お大事に。
服部君…役員の皆様、お疲れ様です！
匂坂君…寒暖の差が激しいですね。皆さん、体調には気を
つけて下さい。
森澤君…気温差が大きく、身体もびっくり。
桐ケ谷君…いよいよ来週から選挙開始です。宜しくお願い
致します。
松田君…福嶋さん、服部さん、俺、Happy Birthday.日々
感謝です。
横山君…何か忙しいですね。
横瀬君…下期もよろしくお願いします。
岡本（一）君…年末ですね。一年早く感じます。

