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2019 年 5 月 9 日―
幹事報告

山本会長の時間
皆さん、こんにちは。今日の卓話者は、鈴
木副会長と松井理事、両会員のお二人です。
何を話されるか、お楽しみ下さい、と言う
事です。後程宜しくお願い致します。
いよいよ 5 月 1 日より、新元号「令和」
が始まりました。新しい元号は、憲政史上
初の事前公表とのことで、4 月 1 日に発表となりました。大化
から始まり、令和まで 248 の元号が続いております。明治維
新後、一世一元として元号を呼ぶようになりましたが、昭和ま
では元号は朝廷（天皇）が決めていました。戦後、それまで元
号の法的根拠となっていた旧皇室典範が廃止され、昭和天皇が
崩御されれば元号は昭和で終わる運命にありました。実際、国
会でも元号廃止法案がまとめられていたこともありましたが、
別の法案が優先され、立ち消えとなりました。
その後、元号法が制定され、昭和天皇の崩御に伴って平成に
改元されました。元号法では、一人の天皇にたいしてひとつの
元号とする「一世一元」が復活し、旧制度では天皇が行ってい
た元号の選定は、内閣が政令で定めると明記されています。そ
して、今回は生前退位という新しい元号「令和」へと移ること
になりました。
「令和」の出典は、万葉集の「初春の令月（れいげつ）にし
て、気淑（よ）く、風和（やわら）ぎ、梅は鏡前の粉（こ）を
披（ひら）き、蘭は珮後（はいご）の香（こう）を薫（くゆ）
らす」からとられています。
４月３０日から、新元号に変わる５月１日にかけて、日本列
島はまるで盆と正月が一緒に来たかのようなお祭りムード一色
で大騒ぎになりました。テレビや新聞でも多く取り上げられて
いましたが、私としては、もう少し静かに令和を迎えられたほ
うが良かったのではないかと感じました。
５月６月と、あと２か月で私の年度も終わりますが、残り２

本日の進行（18:30）
く しの
久篠知二氏（逗子警察署長）
岩澤博之氏（調査官兼警務課長）
「犯罪捜査の実態」
―次回のお知らせ―
5 月 22 日水曜（19:00）
葉山 RC（ホスト）との
合同例会
於：葉山マリーナ

清水幹事

到着物：ロータリーの友 5 月号
5 月ロータリーレート：＄１=112 円
開催案内：・5/1１（土）15：00～17：00
「2019-20 年度青少年交換カウンセラー説明会」
於：第一相澤ビル３F
・5/14（火）18 時～
会長幹事会 ホスト鎌倉 RC
於：鉢の木
・5/18（土）13:00～ 第 1 回インターアクト委員会
14:00～ アクターズミーティング
於：アイクロス湘南６F
その他：・親睦例会へ行った中華街のお土産があります。欠
席された方はお受け取り下さい。
・緑の羽募金箱を回します。御協力御願い致します。
・5/22（水）葉山 RC との合同例会の出欠をとります。回
覧をまわしますので、宜しくお願いします。
委員会報告 村松雑誌委員長：今月もロータリーの友 5 月
から抜粋して紹介致します。ロータリーの友を読む
と、いろんな奉仕活動をしている事がよくわかるの
で、是非、読んで頂きたいと思います。
岩堀親睦委員長：6/20（木）最終例会となります。18 時
30 分よりリビエラで行います。同伴例会となりま
すので、是非皆様ご出席お願いします。
横山次年度幹事：5/23（木）18:30 よりクラブ協議会を
カンティーナにて行います。対象は全会員です。
宜しくお願い致します。
松田会員：5/22（水）葉山 RC とのゴルフコンペを行いま
す。詳細は追ってご連絡致しますが、皆様是非ご参
加宜しくお願い致します。
匂坂社会奉仕委員長：先日ソロプチミストの皆様よりご紹介
していただきました 5/31（金）さざなみホールで
行われる「神代修トランペットリサイタル」のチケット
がまだ、数枚ございます。御協力御願い致します。

か月、全力で頑張っていきますので、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いただきます。

【出席報告】

会員数 46 名（出席免除 3 名）
出席者 28 名

出席率 62.2%

財団ニコニコ
米山ニコニコ

矢島 稲垣
矢部（光）＄20
矢島
船津 菊池

各＄100
菊池 ＄10
10,000 円
各 1,000 円

松井会員の卓話
神奈川県学生柔道連盟理事の縁で柔道について一話。1964 年東京オリンピック
80ｋｇ超級金メダリストの猪熊功は、汐入の出身で横須賀高校卒の地元民です。東
海大学創始者の松前重義に心酔し同校を柔道の強豪校に育て上げ、同氏の国際柔道
連盟会長就任に奔走。また、あの山下泰裕をスカウトもしました。そして、来年の
東京オリンピックの柔道も大いに期待されます。東海大学出身の山下泰裕先生、井
上康生先生が日本柔道界のトップ指導者として活躍しています。共に若い時代は、
やんちゃな性格でしたが、立場が人を変えると言われる様に現在は立派に人格者になり、ロータリークラブ等で講
演活動もしているそうです。一度逗子ロータリークラブでもスピーカーとして呼んでみたいですね。

鈴木安之会員の卓話
2007-2008 に 21 カ国、2015-2016 に 60 カ国の 2 度の世界一周旅行を経験
し、2022 年には 3 回目トライ予定。世界を見て通貨危機もない日本が一番良いと感
じるが、時代は 1 年ひと昔の速度で変化中。特に国家のＩＴ・ＡＩ投資は米中に比べ
少なく大丈夫でしょうか？レジャー・エンターテイメント・健康産業等、時代変化に
対応できれば成長可能な産業はある。世界に評価される日本の大学も時代先取教育に
特化した大学が認められる時代。世界に取り残されない日本に期待。

5 月理事会報告
・4/25（木）会員親睦会報告：予算通り行われ無事終了した。
→承認
・6/20（木）最終例会について：リビエラオーシャンズスイー
トにて開催。収入の部、例会費には事務局分を計上する。
→承認
・予算執行状況報告：収支のバランスを見直す必要あり。
（ニコ
ニコ収入の考え方）
。その他問題なし。
→承認
・会員の入会について：矢部光治理事より入会申込者の紹介あり。
→承認
・次年度関係：地区協議会報告、次年度組織表説明、クラブ協議
会（5/23 木曜日カンティーナ 18 時 3０～）開催
→承認

ニコニコＢＯＸ

本日合計

久

☆5 月 22 日（水）19 時～
於：葉山マリーナ
「葉山 RC との合同例会」
☆5 月 22 日（水）７時 クラブハウス集合
於：葉山国際カンツリークラブエメラルドコース

「葉山 RC との合同例会」
※参加ご希望の方は事務局までご連絡下さい。

☆6 月 20 日（木）１８時 30 分～
於：リビエラオーシャンズスイート

￥６６,０００

鈴木（安）君…あほな卓話させて頂きます。
松井君…鈴木安之さん昨日はバスの中で盛り上がりました。卓話
宜しくお願いします。三宅さん、回復おめでとう！
山本（由）君…私の年度残り 2 か月になりました。皆様ニコニ
コも宜しくお願いします。
清水（惠）さん…ニコニコ集まるといいなあ。
鈴木（久）君…長い休みも終わり、良い季節となりました。
安藤君…久しぶりのグアム原潜基地訪問は楽しかったです。
橘（武）君…ニコニコ用紙が令和になりました。事務局流石です。
船津君…よろしく。
矢部（光）君…令和が始まり令和の時代が穏やかな年号でありま
すように！
山科君…いい季節になりました。
矢部（房）君…いよいよ令和が始まりました。鈴木（安）、松井
両会員卓話宜しく。
村松君…長い休日でした。家族賑やかに過ごしました！

担当：岡本

「最終例会（ご同伴）
」

累計

￥1,７０６,０００

臼井君…令和連休無事終わりました。
三宅君…お見舞いを頂きましてありがとうございます。
藤吉君…卓話楽しみです。
桐田君…合同理事会、まずは出航です！
菊池君…おかげ様で GW 明けから社会復帰しました。
岩堀君…安さん、松井さんの対談を楽しみにしています！
矢島君…三宅さん横山健さん、退院おめでとうございます。
岡本（久）君、森澤君、岡本（一）君…鈴木会員、松井会員、
卓話よろしくお願いします。
大野君…鈴木安之さん松井さん卓話楽しみです。
匂坂君、松田君…令和、最初の例会ですね！
横山君…何とか退院できました。本日より普通食をいただけ
ます。
大下君…連休終わりにトランプ発言で相場右往左往。
稲垣君…パブリックの決算は定数飛行でしたが、来期は頑張
ります。

