第２７６６回例会 逗子ロータリークラブ
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2019-20 年度 №5 2019 年 8 月 1 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 2766 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

2765 回

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

例会記録

2019 年 7 月 25 日

開会宣言

三宅 S.A.A

出席報告：会員数 46 名(出席免除 3 名)

点鐘

大野会長

出席者：34 名

ロータリーソング斉唱

ゲスト：安藤

75.55％
久美子様

前回修正後

63.63％

（故安藤脩二夫人）

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

委員会報告
出席報告
ニコニコ BOX 発表
13:00

卓話・プログラム
稲垣

正会員

「イニシエーションスピーチ」
13:00

閉会宣言

三宅 S.A.A

点鐘

大野会長

幹事報告
開催案内：・8/10(土) 於：逗子開成海洋センター
・第 4 回インターアクト委員会 11:00～
懇親会 13:00～16:00
・8/24(土)・25(日)於：逗子開成海洋センター
青少年交換来日学生研修会
・9/7(土)於：アイクロス湘南６F 14:00～
青少年交換来日・帰国学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ/解団式
その他：ロータリー財団補助金管理セミナー修了証書
が大野宏一会長、横山健幹事、三宅譲会員へ届
いております。

〈会長の独り言〉
予
8 月 1 日(木)
8 月 8 日(木)

定

12:30「イニシエーションスピーチ」
稲垣会員
12:30 卓話「フィットネスと健康」
フィットアネックス 小野千香子様

8 月 15 日(木) 休会

８月 22 日(木)

12:30 卓話「健康寿命を延ばして、元
気はつらつに」飯塚律子様（管理栄養
士・フードコンサルタント）

8 月 29 日(木) 18:00 会員増強・退会防止フォーラム
9 月 5 日(木)

12:30 卓話（未定）

7 月お誕生日おめでとうございます！

大野

宏一会長

【会員増強について】
杉岡ガバナー月信 7 月号の背表紙で確認
したところ、第 2780 地区では、2018
年 7 月のデータで、50 名以上会員数のク
ラブは全体の約 20％程度（68 クラブ中
13 クラブ）となっていました。逗子ロー
タリークラブでは、今年度の大きな目標の一つとして、総
会員数 50 名台のクラブを達成する。ということで、会員
皆様のご協力をお願いしておりまして、実際に活動を開始
しております。新会員候補者の情報をお持ちの会員は、会
長・幹事・会員増強退会防止委員会との情報の共有（シェ
アリング）をお願いいたします。また、新会員候補者へは、
年会費以外にも、寄付（支援）金の負担があることや、定
例会以外にも、奉仕活動・研修等で集会があることをアナ
ウンスして頂けるようお願いいたします。クラブ運営側と
しては、入ってきて「やることがない」とならないように
配慮（親睦・ニコニコ・出席・研修・会報・財団・米山等、
他の会員と繋がりやすい委員会への配属）いたします。
また、新会員への研修について、各委員長は研修リーダ
ーに協力していただき、クラブ内研修の充実も図りたいと
思います。今月は、8 月 29 日 18:00 より会員増強・退
会防止フォーラムを開催いたします。皆様、ご準備のほど
よろしくお願いいたします。

於：リビエラプールサイド

【2780 地区特集】
2019/07/20

大野年度第 1 回目の夕涼み同伴例会、会員・家族
合わせて 52 名が出席。 6/14 急逝された安藤脩二
会員の奥様も出席、ご挨拶を頂いた。

第３回地区インターアクト委員会

アクターズミィーティング
外部講師として、かながわ労働センターの米岡氏によ
る「初めて働く時の法律やルール」講演。中高生にと

5 月入会の稲垣正会員、7 月入会の今井真理子会員
が紹介され、この日は親睦活動委員として早速受付を
担当。プールサイドでの食材豊富なバーべキューは葉
山の花火大会の鑑賞付き、葉山牛が景品のビンゴゲー
ムなど、豪華な親睦会となりました。

って興味深い内容であった、と思う良い卓話でした。
逗子 RC 提唱の、逗子開成インターアクトクラブの
会員数が、昨年度 1 名（小林玄君）から、現在 11 名
と拡大中。
8/10 の第 4 回地区アクターズミィーティングは
逗子開成海洋センターに移動しての開催も決定。第
2780 地区のインターアクター・IA 学友会メンバー
と交流できる機会です。参加希望の会員はクラブ会
長・幹事までお知らせ下さい。
（大野記）

【お知らせ】
2019/07/18

会員増強・退会防止委員会

7 月第 3 例会後、矢島委員長の呼びかけにて開催。
担当：桐田

⑵現時点での入会候補者情報をシェア。

安藤 久美子様

⑶8/29 開催予定の会員増強・退会防止フォーラムの

（故安藤脩二会員夫人）

内容を検討。

皆様には、お世話になりました。
本当に感謝の一言です。

ニコニコＢＯＸ本日合計

⑴会員数を 50 名以上にする。

財団ニコニコ：

￥８３,０００

安藤久美子様…感謝
大野君…今年度第 1 回目の同伴例会です。皆様ごゆっくり
楽しんで下さいね！！
横山君…親睦ご苦労様です。
山本（三）さん…母、久しぶりの登場です（笑）
矢島君…家族信託契約がことし終了しました。
村田君…夏が来た。
鈴木（安）君、山口君、山科君、矢部（房）君、臼井君、
匂坂君…葉山の花火大会、楽しみです。
福嶋君…楽しいバーベキューと花火も楽しみ。
矢部（光）君、清水（惠）さん、大下君、岡本（一）君…
納涼親睦会、大いに楽しみましょう！
松井君…石田さん、大野さん、横山さん、昨日は楽しいゴ
ルフありがとう。

横瀬

＄20

累計 ￥２５５,０００

湊屋君…楽しい一時を。
村松君…今日の花火、楽しみです。雨が降らなければ良
いが！
三宅君…あけまして、おめでとうございます。
山本（由）君、橘（克）君、河野君、横瀬君…今晩は、
楽しみです。宜しく。
桐田君…今日は飲みつぶれたい！
服部君…大野丸がんばれ！花火いいね！
徳永君…海で泳いでいます。
森澤君…雨が降らなくて良かった！
田耕さん…大野さん応援しています。
大下君…生後 4 か月の孫が来ています。ただかわいい、
単なるジジバカ。
稲垣君…初納涼会楽しいです。

乾杯！
今年も葉山の花火大会

焼き手の皆様、
ありがとうございます

を観賞しながらの宴

大野会長＆森澤親睦委員長の進行に
よるビンゴゲームは大盛況

ビンゴゲー
ムで葉山牛
をゲット！

最後は、手に手つないで(^^♪

