第２７６３回例会 逗子ロータリークラブ
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2019-20 年度 №2 2019 年 7 月 11 日
例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15 TEL：046-870-6440
例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
会長：大野宏一

幹事：横山 健

第 276３回
12:30

第 3 木曜日 18:30

事務所：逗子市桜山 6-3-29

TEL＆FAX：046-873-0226

第 5 木曜日 18:00

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

Website: http://www.zushi-rc.com/

2762 回

例会記録

2019 年 7 月 4 日

開会宣言

出席報告：会員数 45 名(出席免除 3 名)

点鐘

出席者：34 名

大野会長

75.5％

前回修正後

84.09

％

ロータリーソング斉唱
ゲスト・ビジターの紹介
会長の時間
幹事報告

来信・告示事項

幹事報告 …到着物：ロータリーの友 7 月号
週報：横須賀北 RC
7 月ロータリーレート：＄１=１０８円
開催案内：・7/9（火）13:45～
「会長幹事会」

委員会報告

・7/20（土）13:00～

出席報告

13:30

於：アイクロス湘南６F

「第 3 回地区インターアクト委員会・IA アクターズミーティンクﾞ」

ニコニコ BOX 発表
13:00

於：鎌倉プリンスホテル

・8/24（土）14:00～

於：アイクロス湘南６F

卓話・プログラム

「米山奨学生セミナー＆カウンセラー

奉仕プ、公共イ、会員増強・退会防止、米

委員会報告

山奨学

年度方針発表

めます。今月号も読んで頂きたいところを抜粋しており

大野会長

ます。ご一読宜しくお願いします。

各委員会

閉会宣言

点鐘

村松雑誌委員長：今年度も雑誌委員長を務

清水会報委員長：今年度は全会員に協力をして頂きたい
と思っています。卓話、コラム、地区報告等お願いします

予

定

12:30

奉仕プ・広報・会員増強退会防
7 月 11 日(木)
止・R 財団米山 年度方針
18:30 卓話：徳永淳二・横山健会員
7 月 18 日(木)
「世界大会に参加して」
18:00 納涼親睦会(同伴)バーベキュー
7 月 25 日(木)
於：「リビエラ アクアガーデン」
12:30「イニシエーションスピーチ」
8 月 1 日(木)
稲垣会員
8 月 8 日(木)

12:30「スポーツと健康」服部会員

8 月 15 日(木) 休会
べネファクター
財団ニコニコ

大野
＄1,000
横山、岡本（久）
＄200
松井
＄20
鈴木（安）、桐ケ谷、菊池、橘（武）、矢（光）、山
本（由）
、山本（三）
、森澤、今井
＄10
米山ニコニコ
大野、横山
20,000 円
船津、鈴木（安）、松井、菊池、橘（武）
、桐ケ谷、
山本（三）、山本（由）
、森澤、稲垣 1,000 円

が、スケジュールが合わない方はお申し出ください。
松田 IT 委員長：2780 地区、逗子 RC の HP へのログイ
ン、是非お願いします。会員証に記載されている会員番号
が必要でもありますので、大切に保管しておいてくださ
い。MyRotary への登録も是非お願い致します。

〈会長の独り言〉

大野

宏一会長

SMAP の名曲「夜空ノムコウ」の一節
『あの頃の未来にぼくらは立っているの
かなぁ‥』が流れると、思いは巡ります。
iPhone 登場から 10 数年、世界中の人々
が GPS をポケットに忍ばせています。AI が人間の脳を
凌駕するのもあと少し。AI がつくった会社に人が使われ
る雇われる時代も近いでしょう。3D プリンターで家も印
刷できるようになりました。確かにあの頃の未来に生き
ているようです。こうなってくると、人がやらなくてはな
らない活動とは何なのか？を吟味することが大切になっ
てきました。ロータリークラブの奉仕活動計画も同様だ
と考えております。

大野会長：ハンガリーからの青少年交換学生受入・キルギ
スに対するグローバル補助金事業・京都紫野 RC との合
同例会（能登）が予定されている。プログラムのテーマ
は、健康。卓話は楽しく勉強になる内容に。会員増強は
50 名台まで伸せる。財団・米山寄付は使われ方を理解
して頂き、早い時期に達成したい。
三宅 S.A.A：皆様には、私語を慎み騒がしくなく、人の
話を聞く規律ある例会を、守っていただきたい。
山本直前会長：何かあったら相談して下さい。アドバイス
をします。
匂坂エレクト：エレクトとして一年間しっかり勉強させ
ていただきます。ご指導よろしく。
岡本久会計：理事会にて前年度一般会計、ニコニコ会計の
決算、今年度の予算が承認された。
岡本久 R 財団：今年度目標は年次寄付一人 200＄、ポリ
オ寄付一人 40＄、べネファクター1 名(1000＄)。キ
７月６日（土）青少年交換学生 結団式・歓送会
派遣国の言語を積極的に取り入れ、
「親善大使」「異
文化交流」
「率先的に現地と関わる」等のキーワードが
飛び交い、適度な緊張感が漂う、派遣学生のスピーチ
が行われた。そして、来日学生の終了報告。上達した
日本語によるスピーチと記念写真のスライドで、ホス
トファミリー、カウンセラー、受入学校関係者、
ROTEX、今回の派遣学生との交流を披露。
『日本に来
る前と、今の
自分は本当に
違う』という
フレーズには
感動しました。
（大野会長）

ルギスに対する補助金事業に積極的に参加。R 財団奨学
生の卓話により寄付の推進に努める。財団セミナーに参
加する。
山本三副会長：矢島会員と共に副会長の立場で会長・幹事
を支えます。
横山幹事：一年間クラブのために精一杯働く。楽しいクラ
ブを目指し私も楽しみます。
桐田クラブ奉仕担当理事：各委員会の皆様と頑張る
森澤親睦活動・家族：委員でない若手にもお手伝いをお
願いする。会員・家族が楽しく参加できる企画する。
大下ニコニコ：200 万円が目標。集める企画のじゃんけ
ん大会・オークション等を考えている。
岡本一朗出席：出席率 60％を目標。会を盛り上げて出席
率を上げる。
服部プログラム：テーマは健康。フィットネス運動に関
する卓話を企画している。

～7 月理事会報告～
・2017-18 年度決算、2018-19 年度予算

承認

・2017-18 年度最終例会報告

承認

・納涼親睦会 7/25
会費 5,000 円

リビエラにてＢＱＱ

小学生未満 2,000 円

・2018-19 年度プログラム：例会は 47 回

決定
承認

・花火協賛：3 万円、サッカー後援と助成金 1 万円承認
・報告事項：①京都紫野 RC 表敬訪問は 8/26 か 9 月
を予定。②京都紫野 RC 合同例会旅行は金沢かその
他（未定）

③8/10 ｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞは逗子開成海洋

センターを予定

④10/20 市民祭り開催

・報告事項：①8/26 か 9 月に京都

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥８２，０００

大野君…これより一年間皆様宜しくお願い致します。
横山君…幹事やります。
今井君…宜しくお願い致します。
山本（三）さん…山本前会長、清水前幹事お疲れ様でし
た。大野年度ご指導宜しくお願い申し上げます。
山本（由）君…大野会長一年間がんばって下さい。無事
を祈っております。
鈴木（久）君…大野丸の出航を祝って。
船津君…大野会長一年間よろしく。
福嶋君…大野会長の門出を祝って。
山口君、山科君、三宅君、藤吉君、稲垣君…大野会長頑
張れ！
鈴木（安）君…大野丸出航無事で。
矢部（光）君…大野会長年度の出航と今井真理子さんの
入会を祝して！
橘（武）君…大野会長のやる気と手腕に期待して。
山科君…山本会長あと少しがんばって下さい。
矢部（房）君…本日は例会出欠致します。大野年度の出
航皆様頑張りましょう。

累計 ￥８２，０００

臼井君…会員名簿に各会員のメールアドレスが欲しいです。
村松君、松井君…大野年度スタートを祝して！楽しみです。
桐田君…皆で大野丸の後押しを！
菊池君…大野年度スタートおめでとう。山本年度無事終
了お疲れ様でした。
桐ケ谷君…山本・清水様ご苦労様でした。大野会長・横
山幹事頑張って下さい。
匂坂君…大野年度スタート、本年度も宜しくお願いします。
岡本（久）君…大野会長横山幹事一年間宜しくお願いし
ます。
松田君…大野丸出航！！横山幹事一年間宜しくお願い
致します。
服部君…大野丸出航おめでとうございます！
清水（惠）さん…嵐もやみ、大野丸出航がんばって。
森澤君、横瀬君…大野年度いよいよです。
鈴木（弘）君…ものづくり補助金採択されました！
大下君…世間を騒がせています。大野会長よろしく。
岡本（一）君…今井さん宜しくお願いします。

