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本日の進行（18:00）
青少年奉仕フォーラム
大野宏一会員
鈴木弘毅会員
―次回のお知らせ―
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役員・クラブ管理運営
下半期報告
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幹事報告

会員数 46 名（出席免除 3 名）

松井

鈴木 安之
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こんばんは。今日は逗子・葉山ロー
タリークラブの合同例会です。葉山の
皆様、よろしくお願いいたします。
昨年 7 月より会長を仰せつかりました
が、早いもので残り 1 ヶ月となりまし
た。葉山ロータリーの関根会長・三上
幹事にはお世話になっております。あと 1 ヶ月、お互い
に頑張りましょう。
今日の昼間には合同ゴルフコンペが開催され、逗子ロ
ータリーが優勝しました。ありがとうございました。
話は変わりますが、私は今日、逗子文化プラザホール
で逗子在住の 65 歳以上のお年寄りを無料招待して開催
された、第 2 回駅前寄席の手伝いをしてまいりました。
桂歌助師匠、桂文治師匠、前座・桂しん乃さんと鎌倉ロ
ータリークラブの会員・石渡好行さんの 4 名が出演して
大変盛り上がり、満席の大盛況でした。
9 月 16 日（月）敬老の日に、葉山町文化会館で敬老
寄席が開催されます。出演は三遊亭小夢師匠と二ツ目・
春雨や風子さん、バイオリン演奏・マグナム小林さんの
3 名です。
木戸銭は 1,000 円です。チケットは今日、葉山ロータ
リーの鈴木知一会員に 20 枚お渡ししてあります。行か
れる方はよろしくお願いいたします。また、関根会長に
は 5 枚ご招待としてお渡しします。
葉山ロータリーの皆様、今晩はありがとうございまし
た。

財団ニコニコ

副会長◆福嶋 謙之輔

直前会長◆村松 邦彦

山本会長の時間

出席者 23 名

由夫

事務所：逗子市桜山 6-3-29

―2757 回 例会記録

【出席報告】

長◆山本

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一

清水幹事 開催案内：・８/7（水）17：30～登録開始
「マーク・D・マローニ RI 会長ご夫妻歓迎会」
於：鎌倉パークホテル地階 対象者：会長、幹事
会費：10,000 円
お知らせ：次年度「ロータリーの友」8 月号原稿を募集。
クラブ活性化、会員増強・維持に役立っているクラブの
「同好会」
「課外活動」を紹介

【2019-20 年度クラブ協議会】
5 月 22 日（木）18:30 よりカンティーナにて開催。
次年度大野会長、横山幹事をはじめ各委員長が、会長
の方針、委員長それぞれの抱負・計画を発表。

【紹介】8 月に出発します！
国際親善奨学生 田丸文菜さん
イギリス マンチェスター大学へ留学
カウンセラー 匂坂祐二会員

出席率 51.11%

＄80

青少年交換学生 高橋 日南乃さん
（鎌倉女学院高校 1 年）
ハンガリーへ派遣
カウンセラー 山本三津子会員

葉山・逗子ロータリークラブ合同例会
逗子・葉山の合同例会は、葉山マリーナで開会しました。葉山ロータリー
富田会員の司会で始まり、両会長のあいさつ、両幹事の報告、次期会長幹事
の紹介などがあり、お酒も少々入り和やかな雰囲気で進行しました。
五月晴れのもと行われた恒例のゴルフ会は逗子チームの勝ちでしたが、一同
楽しくプレイをしました。

担当

村松

邦彦

ゴルフコンペ成績発表

優勝…逗子 RC 松田会員

会長賞…逗子チーム

「本日はありがとうございました。ゴルフコンペ担当者

5 位…逗子 RC 石田会員

として大きなコンペができて良かったです。そして、こ

7 位…逗子 RC 匂坂会員「楽しんでプレイできました」

のコンペは初優勝でした。

9 位…葉山 RC 戸張会員「雨の中を練習致しました」

2 位…逗子 RC 桐田会員「優勝狙っていました」

ブービ―賞…逗子 RC 矢部房男会員

特別賞

ブービ―メーカー…葉山 RC 鈴木誠二郎会員

葉山クラブ賞…逗子 RC 大野会員

「本日デビュー致しました」

逗子クラブ賞…葉山 RC 鈴木誠二郎会員

ニアピン…逗子 RC 桐田会員＆大野会員

3 位…逗子 RC 松井会員

ドラコン…逗子 RC 山口会員＆松田会員「飛ばしました！」

葉山 RC 鈴木会長エレクト
1 年前からゴルフを始めまし
た。1 年はすぐです。第２Gr
のブービーメーカーと言われ
ない様がんばります。
逗子 RC 大野会長エレクト
今日はお世話になりました。
朝早くからヘロヘロです。
来年は合同例会もっと盛り
上げたいです。
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本日合計

逗子 RC 横山次年度幹事
来年の合同例会も宜しく
お願い致します！

葉山 RC 戸張次年度幹事
来年は、若い二人ですが、
宜しくお願い致します。

￥４4,０００

山本（由）君…葉山 RC の皆様、こんばんは。宜しくお願いし
ます。
清水（惠）さん…葉山 RC でご挨拶をしてから一年が経過。長
く感じましたが、もうすぐ任期満了となります。無事引継ぎ
が出来る事を願います。
福嶋君…葉山の皆様よろしく。
矢部（光）君…葉山マリーナから見るロケーションが素晴らしい。
葉山 RC の皆様御世話になります。
山口君、橘（武）君…葉山の皆様、お世話になります。
山科君…合同例会に久しぶりに出席です。
矢部（房）君…葉山 RC の皆様宜しく。
臼井君…マリーナ久しぶりに来ました。

累計 ￥1,７９５,０００

村松君…久しぶりの合同例会、楽しみです。
松井君…本日は宜しくお願い致します。
石田君…ゴルフ楽しかったです。
桐田君…戸張さんお世話になりました。
岩堀君…葉山 RC の皆さんお久し振りです！
大野君、匂坂君、田耕さん、清水（信）君、大下君…葉山 RC
の皆様本日は宜しくお願い致します。
松田君…顔が痛いです。
矢島君…葉山の皆様ありがとうございます。
森澤君…今日のゴルフコンペ出たかったです。
横山君…最近疲れています。

