第２７６７回例会 逗子ロータリークラブ
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2019-20 年度 №6 2019 年 8 月 8 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

第 3 木曜日 18:30

会長：大野宏一

健

幹事：横山

第 2767 回
12:30

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

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
畠中一郎会員入会式（東京赤坂 RC より移籍）

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
フィットアネックス、小野千香子氏
「フィットネスと健康」

13:30

閉会宣言

三宅 S.A.A

点鐘

大野会長

予
8 月 8 日(木)

定

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 「その慢性症状は毎日の食
べ物が原因？！」志賀恵子様（アン
ブロシア㈱代表取締役社長）

9 月 12 日(木) 12:30 卓話「職業奉仕卓話」会員 3 名

2766 回

例会記録

2019 年 8 月 1 日

出席報告：会員数 46 名(出席免除 3 名)
出席者：28 名 62.2％

前回修正後

事務所：逗子市桜山 6-3-29

TEL＆FAX：046-873-0226

第 5 木曜日 18:00

82.22％

幹事報告 8 月ロータリーレート：＄１=108 円
委員会報告 村松雑誌委員長：会員増強月間です。冷房
のきいた部屋でゆっくり読んで下さい。
菊池研修委員長：8/8 18:30～新会員セミナー開催し
ます。懇親会からの参加も歓迎です。

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

〈会長の独り言〉

大野

宏一会長

【ロータリーのビジョン『‥、持続可能な
良い変化を生むために‥』ということで、
直近の青少年奉仕活動について（まとめ）】
①青少年交換関連
7/6 結団式・歓送会
8/2 松田事務局のご子息、旺大君(藤沢南 RC 推薦)
成田出発。翌日メキシコへ無事到着
8/21 22:40 逗子 RC 受入学生、ハンガリーより、
Szabò Kata（ケイト）さん、成田到着。ホス
トファミリー宅（臼井会員）へ
8/24〜8/25 逗子海洋センターにて、来日学生研修
会、Szabò Kata（ケイト）さん出席予定
8/26 09:50 高橋日南乃さん（逗子 RC 推薦）成田
出発。ハンガリーへ
8/26 Szabò Kata（ケイト）さん、関東学院六浦高
等学校へご挨拶
10/25 2020 年夏出発の交換学生募集〆切
②インターアクト関連
8/7 北鎌倉女子学園 IAC 認証伝達式
（RI 会長出席）
8/10 逗子開成海洋センターにアクターズミィー
ティング懇親会（鈴木弘毅会員担当）
12/22〜12/25 海外研修（台北）
、逗子開成 IAC よ
り参加希望者 4 名（内キャンセル待ち 2 名）
③ローターアクト関連
2019 年規定審議会（19-72）
：ロータリークラブと同
様に、国際ロータリーの加盟クラブとなる。
④ロータリー財団関連
10/04 ロータリー財団奨学生募集〆切
➄米山関連
7/7 米山学友会「クリーンキャンペーン」
（江ノ島）
8/24 地区米山奨学セミナー/カウンセラー研修会
11/24 国際交流会
⑥ＲＹＬＡ関連
8/23 ＲＹＬＡ準備委員会
⑦地区大会
10/20 新世代交流会 テーマ「いのちの持ち物け
んさ」
（難民をテーマにしたワークショップ）
以上、５大奉仕の一つ、青少年奉仕関連（直近の）
まとめでした。ものすごい力の入れようだと思いませ
んか？

財団ニコニコ ：鈴木（安）
、矢部（房）
、菊池、山本（由）
、
横瀬、大下、稲垣
米山ニコニコ

（各＄10）

：船津、鈴木（安）
、矢部（房）
、菊池、
山本（由）
、矢部（光） （各 1,000 円）

【2780 地区特集】
2019/08/03 青少年交換留学説明会
青少年交換留学生の合同説明会が相澤ビルで行われまし
た。約 70 名もの方が来られて、会場には席が足らない
ぐらいでした。来年も、ここから 9 名の学生が世界に
羽ばたくことになります。（松田壽之記）

私は“団塊の世代”の最終組、
昭和 25 年（1950 年）10 月、
現住所（逗子 1 丁目 6 番）で生
まれました。稲垣姓は母方から
父方は披露山の宮崎、両親とも
逗子です。母方は明治より逗子
銀座通りで牛乳店と牧場を営ん
でおり、当時は葉山御用邸に牛乳
をお届けしたと聞いています。家族は妻と子供二人、長
男は今年入籍、長女は配偶者募集中です。
父親（陸上自衛官）の関係で小学校 3 回（須走・八
戸・多賀城）
、中学 2 回（多賀城・久木）転校しました。

～8 月理事会報告～

子供時代は野山を駆け回る生活を送りました。高校は県
横志望でしたが新設の県立追浜を薦められ進学。卒業の

・7/25（木）納涼同伴例会報告

昭和 44 年は学園紛争東大など入試が中止、受験浪人

・8/29（木）会員増強・退会防止フォーラムについて

に。国立理系組でしたが慶應商学部に滑り込みました。
社会人は横浜髙島屋からスタート、食料品売場等を経
験。エンジニアリングの日揮（株）に中途入社、財務本
部に所属しました。ナイジェリアの国家プロジェクト石
油精製プラント建設現場では財務会計責任者で駐在、得
難い経験をしました。

承認

…カンティーナにて 18 時～開催。食事はフォーラ
ム終了後

承認

・9/19（木）新世代からの報告について…例年通り実
施。助成金各 30,000 円

承認

・9/29（日）ビーチバレーボール大会について…例年

その後、日系大手企業、外資系企業、新興企業など転

通り実施。プロ選手予算を減額して提案→継続審議

戦しましたが一貫して財務・会計、内部統制、監査関係

・新会員について…東京赤坂 RC より移籍の畠中一郎氏
承認

の管理職及び役員として責務を遂行。海外には数多く出
張しました。65 歳でリタイアした後、ご縁があって現
在は地元㈱パブリックサービスで仕事をさせて頂いて
おり、微力ではありますがこれからも頑張って参りたい
と考えています。

（2019 年 4 月 18 日入会）

・長期戦略委員会の存続期間について…3 年間メンバー
は現年度理事

承認

・その他…京都紫野 RC 訪問 9/9（月）を提案

《8 月誕生・結婚記念日のお祝い》

皆さんも応募してみませんか？

会員誕生：橘

ロータリーの友
「パズル de ロータリー」
の抽選に矢部光治会員が
2 回目の当選。
今回の景品は木製パズル
「かつのう」

ニコニコＢＯＸ本日合計

武、湊屋孝之、山本三津子、

徳永淳二、大下智明
奥様誕生：福嶋三千子（謙之輔）、徳永理恵（淳二）
、
宝子山澄子（泰久）
結婚記念日：該当者なし
（8/22（木）に行います）

￥４８,０００

稲垣君…イニシエーションスピーチ困った。
大野君…7 月なんとか終了致しました。皆様ありがとうご
ざいます。
横山君…広島カープがんばって下さい。
山本（三）さん…稲垣様、イニシエーションスピーチ、宜
しくお願い申し上げます。皆様、水分補給を。
福嶋君…いよいよ本格的な夏かな。
山口君…昨日は会長ゴルフ準優勝おめでとう。
鈴木（安）君…梅雨明け急に熱さまいります。
矢部（光）君…パズルでロータリー2 回目当選しました。
ラッキー。やっと夏が来ました。稲垣会員スピーチよ
ろしく！
橘（武）君…外に出ては危険な日に出て来ました。

累計 ￥３０３,０００

山科君…梅雨が終わって熱暑が始まりました。
船津君、矢部（房）君、山本（由）
、服部君、松田君、徳
永君、横瀬君…稲垣会員イニシエーションスピーチ宜し
くお願いします。
村松君…暑い暑いとにかく暑い、熱中症に気をつけて！
三宅君、藤吉君、岡本(久)君…稲垣様スピーチ楽しみです。
桐田君…昨日は熱中症になったり右こめかみが痛いです。
菊池君…暑さに慣れません。
匂坂君…毎日、あついですね！稲垣さん本日は宜しくお
願いします。
清水（惠）さん…夏、夏、夏！！
鈴木（弘）君…8/10 逗子開成海洋センターにて地区イ
ンターアクト BBQ 大会があります。皆様ご参加よ
ろしくお願い致します。

