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―次回のお知らせ―
1 月 10 日(12:30)
遠藤裕基氏
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「2019 年度の経済
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鈴木 安之
幹

事◆清水 惠子
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会報委員長◇宝子山 泰久

―2738 回 例会記録

本日の進行（18:30）
忘年会
於：カンティーナ

由夫

2018 年 12 月 13 日―
幹事報告

山本会長の時間
こんにちは。今日は、会員の皆様に謝ら
なければいけないことがございます。先週
の理事会で承認された、入会希望者の佐藤
義男さんの件ですが、私の説明不足のため
入会を辞退されました。申し訳ありません
でした。
残り半年間で、2～３名は会員増強したいと思います。一昨
日、会長幹事会が開催され、私と清水幹事、大野会長エレクト
の 3 名で出席しました。岡野 AG より地区連絡会議の報告があ
り、2021-22 年度ガバナーノミニー候補者として、ふじさわ
湘南 RC の田島透ガバナーノミニーの報告がありました。
2780 地区の 2018 年度 10 月末の出席報告では、逗子 RC
は出席率 75.55％となっていました。引き続き、出席をお願い
致します。
岡野 AG より、3 月 2 日の I.M についてのお話があり、各５
クラブより I.M 実行委員が参加してそれぞれ発表等を行いまし

清水幹事 到着物：ガバナー月信 12 月号
お知らせ：RI2780 地区 2021-22 年度地区ガバナーノミ
ニー候補者として田島透会員（ふじさわ湘南
RC）が指名されました。対抗候補者がある場合
は、2018 年 12 月 18 日正午までにクラブ例
会で採択された決議をガバナー宛に提出してく
ださい。
開催案内：・1 月 5 日（土）14 時 30 分～16 時 30 分
「青少年交換学生オリエンテーション」
於：第１相澤ビル 6 階
・3 月 22 日（金）23 日（土）
「新会員の集い」
於：ローズホテル（宿泊）
委員会報告 鈴木（安）親睦副委員長：次週例会は忘年会
です。カンティーナで行います。是非ご出席願
います。
大野 I.M 実行委員：3/20 にロホス湘南にて I.M を開催しま
す。今年は葉山 RC がホストです。30 分各クラ
ブがプレゼンをする事になりました。逗子クラ
ブはミュージカル又は寸劇等を予定していま
す。皆様御協力願います。

た。逗子クラブも大野 I.M 実行委員が発表をし、ミュージカル

表彰

か寸劇を考えている旨を伝えました。各クラブともまだはっき
り決まっておらず、来年１月の会長幹事会で改めて発表するこ

ポールハリスフェロー

とになりました。

矢島

今日は、奉仕プロジェクト・公共イメージ・会員増強・R 財

浩会員

「ありがとう

団米山奨学各委員会の上半期報告、下半期計画発表があります。
各委員長の皆様、発表よろしくお願いいたします。これで会長

ございました」

の時間を終わります。

【出席報告】

会員数 47 名（出席免除 3 名）
出席者 31 名

出席率 68.88%

12 月誕生日・結婚記念日のお祝い（敬称略）
本人： 福嶋謙之輔、菊池尚、岡本久、松田壽之、宝子山泰久、
服部城太郎、長野賢太郎、森澤義一、鈴木弘毅
配偶者様：湊屋良子（孝之）、岡本明美（久）、松田由衣（壽之）、

財団ニコニコ

鈴木（安）

各＄10

米山ニコニコ

矢部（光）

5,000 円

鈴木（安）

1,000 円

桐ケ谷和子（覚）、
結婚：橘克巳 由美子、森澤義一・佳奈絵

奉仕プロジェクト・公共イメージ・会員増強・R 財団米山奨学各委員会

上半期報告・下半期計画発表

（藤吉奉仕プロジェクト委員会担当理事）

（松田 IT・PR 委員長）

職業奉仕は、内向きではスキルを上げ、外向きではフォーラム

Facebook は石田大委員長がよく更新して頂いているのであり

や例会で発表する予定。社会奉仕は、残念ながらビーチバレー

がたい。下半期はホームージの更新をしていきたい。ホームペ

が中止になったが段取り等勉強になったと思う。下半期は梅も

ージは会員住所など活用できるので、ご利用を。

ぎ等ある。国際奉仕では、京都紫野 RC 受け入れで石田会員に

（村松雑誌委員長）

全面的にご協力頂いた。インターアクトは大野さんが地区委員

ロータリーの友は、各クラブの様々な活動事例が載っていて面

で出ており安心している。

白い。クイズから入ると読みやすいかも。いずれはペーパーレ

（森澤職業奉仕委員長）

スになると思うので、今のうちに貴重な紙媒体を楽しんでほし

下半期にヤマト運輸さんにフォーラムに来て頂き、地区職業奉

い。

仕委員会の情報提供を受けて 2 回ほどの卓話する予定。

（岡本一郎写真・映像委員長）

（匂坂社会奉仕委員長）

自分は今まで旅行でも写真を撮らない人だったので、最初は映

台風でビーチバレーが中止になったが、市民祭りは 24 名の会

像がブレブレだったが、松田さんの指導を受けて、様になって

員が参加、54,450 円の募金を集めた。梅林の手入れ、社会奉

きたと思う。頑張ります。

仕委員会の議論も進めていきたい。

（菊池会員増強・退会防止委員長）

（服部国際奉仕委員長）

フォーラム実施し、地区セミナーに出席しているが、会員増強

キルギスのグローバル補助金案件に関しては、先日の国際フォ

が結果的に一人もできていないので、皆さん情報提供をお願い

ーラムで様々なご意見を頂いた。実現にむけて可能性を検討し

します。退会防止はきっちりやりたいと思っている。コミュニ

ていきたい。

ケーションが大事だと思う。今年度 2 人入会のイメージがある

（横山青少年奉仕委員長）

ので頑張りたい。

逗子開成とのバーベキューを実施。ボーイスカウト・ガールス

（矢部光治ロータリー財団米山奨学委員会担当理事）

カウトとの連絡役となったが、さらにボーイ・ガールスカウト

米山奨学金は 10 月、ロータリー財団は 11 月が月間だった。

との関係を強化したい。

クラブ寄付分を除き、米山は 1 万 5 千円、財団は 150 ドルの

（大野インターアクト委員長）

寄付をお願いしている。財団分については、11 月末現在、47

逗子開成のバーベキュー等で活動した。逗子開成は今会員一人

名中 25 名が協力済みだが、100％にしたい。山本年度の当ク

だが、会員増のため来期は鈴木弘毅会員が委員長として頑張っ

ラブ推薦の国際親善奨学生は 1 名、青少年交換学生は 2 名出し

ていただける。

ている。卓話で財団・ポリオ説明を行い、グローバル補助金で

（石田公共イメージ広報委員会担当理事）

キルギス案件を進める。下半期は是非とも残り 22 名の財団寄

会報編集委員会がメインで、毎週アクティブに活動している。

付をお願いしたい。

IT PR 委員会は Facebook を中心に適宜更新している。現在、

（臼井米山奨学委員長）

逗子 RC ではマイロータリーの登録者が 17 名しかいない。下

ぜひ“ロータリー米山記念奨学事業豆辞典”を読んでほしい。

半期にはマイロータリーのアカウント取得方法と活用法につい

「2018 学年度の奨学生数は 852 人、事業費は 14 億円、民

て卓話の時間を持ちたい。

間奨学金では国内最大規模」は覚えてほしい。また、米山奨学

（宝子山会報編集委員長）

生で湘南工科大学院生のイラン人、シャへラザードさんに卓話

今年度から会報委員を 16 名と大増員し、記事に個性があふれ

をして頂いた。日本とイランの架け橋になってもらいたい。米

て、松田さんのレイアウトも非常に良い。忙しくて例会に来ら

山の寄付は、現在クラブ目標 98 万円の半分ほどなので、是非

れない方は、コラムで参加してもらいたい。会報は例会の大切

寄付をお願いしたい。
担当：服部

な記録なので、みなさん隅々まで読んでほしい。

ニコニコＢＯＸ

本日合計

￥４１,0００

山本（由）君…奉仕プロジェクト、公共イメージ、会員増強、R
財団、米山奨学各委員長の皆様、上半期報告、下半期計画発
表を宜しくお願いします。次年度の為、沢山のニコニコお願
いします。
清水（惠）さん、山口君…委員長様、発表よろしく。
鈴木（安）君…早いもので、今年も残す所あとわずか。
福嶋君…冬本番ですね、寒い。
村田君…師走！みんな走っているかな？
安藤君…さあ、これから年賀状の準備だ。
矢部（光）君…会長ノミニーに匂坂祐二君、次年度役員・理事
決定、大いなる飛躍を期待！
橘（武）君…桐ケ谷頑張れ！！
山科君…今年ももう終わりですね。
矢部（房）君…今年は、やっと冬になった天候です。今年もあ
と 1 回の例会を残すのみ。
臼井君…我庭の桃の海どうは咲き終わりました。
宝子山君…寒くなりました。胸が痛みます。

累計 ￥９６１,０0０

村松君…寒くなりました。風邪に気をつけて下さい。
石田君…一年が速い！！山本会長あと半年頑張れ！！
藤吉君…半分終わりました。
桐田君…財布忘れてしまい今日は借金します。あ、ありました。
菊池君…今週末 12/16 は投票日です。選挙に行きましょう。
山本（三）さん…今年もあとわずか、風邪に気をつけて。
矢島君…上半期役員の方お疲れ様でした。
大野君…12/22 よりインターアクト台北に行ってきます。
服部君…桐ケ谷さんがんばって下さい！
松田君…1 年が早い！！
匂坂君…市長選も終盤戦、桐ケ谷さんがんばれ！！
森澤君…桐ケ谷さんの市長当選を祈って。
横瀬君…いよいよ年も押し詰まりました。
清水（信）君…今年もあとわずか。
大下君…すみません、忙しくて今日早退です。桐ケ谷さん頑張れ。
岡本（一）君…逗子が賑やかです。

