第２７６４回例会 逗子ロータリークラブ
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2019-20 年度 №3 2019 年 7 月 18 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 276４回
18:30

第 3 木曜日 18:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

開会宣言

三宅 S.A.A

点鐘

大野会長

事務所：逗子市桜山 6-3-29

TEL＆FAX：046-873-0226

第 5 木曜日 18:00

ロータリーソング斉唱

2763 回

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

例会記録

2019 年 7 月 11 日

出席報告：会員数 46 名(出席免除 3 名)
出席者：32 名

72.72％

前回修正後

75.5

％

ゲスト・ビジターの紹介
葉山 RC

鈴木誠二郎会長

葉山 RC

戸張雅仁幹事

会長の時間
幹事報告

来信・告示事項

委員会報告

幹事報告 到着物：ガバナー月信 7 月号
週報：横須賀西 RC、」鎌倉 RC
開催案内：・10/7（月）受付 6:30～
「地区大会親睦ゴルフコンペ」
於：相模原ゴルフクラブ
その他：7/25(木)納涼例会の出欠を回覧致しますの

出席報告

で、皆様、宜しくお願いします。

ニコニコ BOX 発表
19:00

19:30

新会員入会

卓話・プログラム

今井真理子氏

徳永淳二会員・横山健会員

職業分類：商社

「世界大会に参加して」

事業所：㈱東測

閉会宣言

三宅 S.A.A

趣味：音楽・読書・食べ歩き

点鐘

大野会長

代表取締役

（1948 年 生）

会員 46 名（7/4 現在）

予

定

18:30 卓話：徳永淳二・横山健会員
「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
12:30 卓話「フィットネスと健康」
8 月 8 日(木)
フィットアネックス 小野千香子様
7 月 18 日(木)

8 月 15 日(木) 休会
８月 22 日(木)

12:30 卓話「体が元気になる食べ方」
飯塚律子様（管理栄養士・フードコ
ンサルタント）

財団ニコニコ
清水（惠）
、横瀬
＄200
鈴木（安）、橘（武）、矢部（光）
、矢部（房）
山本（由）
、
＄10
米山ニコニコ
清水（惠）
20,000 円
船津、鈴木（安）、矢部（光）、矢部（房）
、
山本（由）
、
1,000 円

〈会長の独り言〉

大野

宏一会長

【各支援金（寄付金）への理解と実践】

①資金管理費が少なく、運用益が多い、
優良なボランティア団体であるロータ
リー財団への支援金。こちらは 3 年後に
一部を地区補助金やグローバル補助金
として、各クラブで有効利用できます。②日本独自の
米山奨学への支援金。利用した海外の奨学生による米
山学友会は確実に広がっています。③クラブ内ニコニ
コ。山本年度で頂いた資金を、当年度で、社会奉仕（ビ
ーチバレー大会・市民まつり等）国際奉仕（青少年交
換留学生・京都紫野 RC との交流・キルギス視察等）
職業奉仕（新会員への寄贈品等）そして各プロジェク
トフォーラムの助成に利用させて頂く予定です。今年
度で頂く資金は、匂坂年度でまた有効利用されます。
①②③いずれのも、持続可能な奉仕プロジェクトを行
うための貴重な資金源となります。支援金の実践をお
願いいたします。同時に、各支援金への理解を深める
企画も行っていきます。

奉仕プ・広報・会員増強退会防止・R 財団米山
各委員長 年度方針発表
菊池会員増強・退会防止担当理事・：50 名の会員の確
保、幅広い年齢層の会員を増強。ロータリー研修では
ロータリーをより理解する為のプログラムを企画。
鈴木久彌会員選考：会員候補者を検討する。
船津職業分類：空きがある分類を埋める。
藤吉奉仕プロジェクト担当理事：目に見える奉仕活動を

【2780 地区特集】
米山学友会主催クリーンキャンペーン(7 月 7 日)
雨天決行ということで、片瀬江ノ島集合。海岸清掃を
参加者全員で行った。その後、貸切の海の家にてバー
ベキュー。米山学友会の皆さんが炭火にて懸命に調
理。おいしく頂きました。米山学友会の皆さんにとっ
て大事な、カウンセラー等関係者との交流の場である
と共に、同僚との貴重な共有の場であることを実感し
てきました。

テーマとする。
中根職業奉仕：外向きの職業奉仕を考える。
匂坂社会奉仕：ビーチバレー、市民まつり、3.11 イベン
ト、梅林の整備等。
服部国際奉仕：補助金事業キルギスへの調査、京都紫野
RC・葉山 RC との合同例会を有意義に。
松田青少年奉仕：BS、GS、JC に助成、インター・ロー
ターアクト、青少年交換学生に協力する。
石田広報担当理事：ロータリーを知ってもらうため、ク
ラブ会報、HP などで情報発信をする。
清水会報編集：地区・クラブ等の情報欄を増設、全員参
加の会報を目指す。記事の投稿をお願いしたい。
松田 IT・PR：会員増強の為、入会案内ページを増設。
村松雑誌：R の友を読んで欲しく、会員に内容の質問をする。

地区財団セミナー（7 月 13 日）
今回のセミナーでは『ロータリー財団ハンドブック』
が配付されました。地区補助金・グローバル補助金の
概要から、ポリオプラス・職業研修チーム（ＶＴＴ）
・
ロータリー平和フェローシップ・ロータリー奨学金に
ついて纏まった、素晴らしいものです。ロータリー財
団への認識を深めるツールとして、このハンドブック
を有効利用いたしましょう。
（大野記）

岡本一朗写真・映像：カメラを向けたらいい顔をして下
さい。今年度名簿作成用の顔写真を撮る。
徳永プログラム：健康をテーマとする。
松井 R 財団・米山奨学担当理事：R 財団補助金事業のた

【お知らせ】
親睦活動・家族委員会より
次週 7/25 納涼親睦会にて、誕生・結婚記念日のお祝

め寄付をコツコツとお願いする。
矢部房米山奨学：奨学生の卓話で寄付の意義を理解する

を行います。今年度は、クッキーを用意いたしました。

その他地区出向三宅・石田・山本三・松田各会員が発言。

（障害者の経済的・精神的な自立を支援する、プルデ
ンシャル生命の社会貢献プログラムから誕生した「菓
子工房 WITH」製造販売）ニコニコにお気持ちを！

《7 月誕生・結婚記念日のお祝い》
会員誕生：松井一郎、矢島浩、山本由夫、岡本一朗
（奥様誕生・結婚記念日の対象者無し）

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥４８，０００

大野君…本日も引き続き各委員長・年度方針発表宜しくお
願い致します。
横山君…忙しいです。
今井君…宜しくお願い致します。
山本（三）さん、矢島君…第２例会宜しくお願い致します。
船津君、三宅君、藤吉君…本日、よろしく。
福嶋君…役員の皆様ご苦労様です。
山口君、山科君…委員会の皆様よろしくお願いします。
鈴木（安）君…おかげ様で創立 110 周年を迎えました。
矢部（光）君…大野会長年度のテーマは「健康」
。毎例会元
気に出席を目標に！
橘（武）君…梅雨寒で海岸はサッパリだ。
矢部（房）君…大野年度初出席例会です。頑張りましょう。
臼井君…鎌倉花火は天気で良かったです。逗子も天気を期
待します。
村松君…長梅雨、うっとうしい日々です。皆様健康に留意
して下さい。

累計 ￥１３０，０００

松井君…はやぶさ 2 号無事竜宮着陸！大野年度も無事
をお祈りします。
山本（由）君…奉仕プロジェクト他各委員会の皆様年度
方針宜しく。
桐田君…先日プログラム委員会ご苦労様でした。
菊池君…今年は会員増強・退会防止担当です。宜しくお
願いします。
服部君…まだまだ梅雨ですね。
匂坂君…梅雨、早く明けてほしいなぁ～。
松田君…青少年交換留学生（ケイト）が 8 月 22 日に来
日します。
清水（惠）さん…財団、米山奉仕させて頂きます。
徳永君…プログラム委員会にご意見下さい。
中根君…職業奉仕委員長として頑張ります。
横瀬君…会報、読みやすくなりました。
大下君…海の家もできましたね。
岡本（一）君…まだ夏らしくないですね。
稲垣君…梅雨よ！早く明けておくれ！

