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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 277３回
12:30

事務所：逗子市桜山 6-3-29

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

開会宣言

S.A.A

点鐘

山本三津子副会長

TEL＆FAX：046-873-0226

第 5 木曜日 18:00
Website: http://www.zushi-rc.com/

2772 回 例会記録 2019 年 9 月 19 日
ゲスト： 日本ボーイスカウト逗子第１団

丸山健一様

ロータリーソング斉唱

ガールスカウト神奈川第３９団

青木康子様

ゲスト・ビジターの紹介

一般社団法人逗子葉山青年会議所

阿部晋也様

会長の時間
幹事報告

出席報告：会員数 47 名(出席免除 3 名)
来信・告示事項

出席者：27 名

委員会報告

60.00％

前回修正後 64.44 ％

メークアップ：地区委員会、奉仕プロジェクト委員会等

出席報告
ニコニコ BOX 発表

9 月 26 日(木)

12:30 卓話「ごまを食べて若く元気に」
田中洋治氏（大村屋社長）

幹事報告 開催案内：・10/12(土)15:00～17:00
於：第 1 相澤ビル 3 階
「青少年交換来日学生オリエンテーション」
・10/26(土)13:00～15:00
於：第 1 相澤ビル 3 階 「地区補助金説明会」
・11/12(火)9:30～ 於：湘南ローンテニスクラブ
「第 54 回神奈川県ロータリアン親睦テニス会」
委員会報告 匂坂社会奉仕委員長：9 月 29 日（日）
ビーチバレー大会開催致します。会員の皆様の集合は 9
9 時となっております。是非参加お願い致します。

10 月 3 日(木)

12:30 卓話「仕事に活かす笑顔の作り方」
川野恵子氏（笑顔トレーナー協会代表）

〈会長の独り言〉

10 月 10 日(木)

12:30

中込 AG 訪問

10 月 17 日(木)

18:30

杉岡ガバナー訪問

10 月 24 日(木)

12:30 卓話：米山学友（カザフスタン
のジョルダヤコヴァ サウレ氏）

10 月 31 日(木)

18:00 社会・職業奉仕フォーラム

11 月 7 日(木)

12:30

13:00

卓話・プログラム
田中洋治様（大村屋）
「ゴマを食べて若く元気に」

13:30

閉会宣言

S.A.A

点鐘

山本三津子副会長

予

定

卓話

「未定」

財団ニコニコ ：
矢部（光）
、横瀬
（各＄10）

米山ニコニコ
稲垣

：

（各 1,000 円）

表彰

矢部 房男会員

ポールハリスフェロー+６

大野

宏一会長

本年度から、期限を 3 年として、長期
戦略委員会の立ち上げが理事会で決定
しております。主に、ロータリー年度
をまたぐ、または、近い将来予定され
ている事業を対象にしています。内容
として、①奉仕プロジェクト委員会 → 地区補助金
を利用した奉仕事業を計画する際、申請時期が 3 月
であることから、円滑な引継が行えるように、会長・
会長エレクト・奉仕プロジェクト担当委員で運営 ②
60 周年実行委員会 → 会長ノミニー・実行委員長
予定者を中心に運営。周年事業の企画・予算等を管理
③青少年交換ホスト委員会 → 現在輪番制である
交換留学生受入の事前対策 ④グローバル補助金委
員会 → キルギス共和国で予定している補助金事
業に関する手続き・企画・予算等を管理。その他、会
員増強の長期戦略等にも利用できます。会員皆様のア
イデアを持ち寄って、実りある長期戦略委員会となる
ように期待しております。

【2780 地区】 2019/9/21 第 5 回インターアクト委
員会/地区 IAC アクターズミーティング
ボーイスカウト逗子第 1 団副団委員長

丸山健一様

今日まで青少年育を育成する活動を行っております。ここ数
年、スカウトの事を知っている子供が少なくなり、スカウトの
人数も減少傾向にあります。認知度向上の為、Youtube などを
利用して活動報告を行っております。お子様、お孫様をご紹介
していただけると幸いです。最近の大きな活動は、８月の終わ
りに披露山本部で４泊５日でキャンプファイヤー、流しそうめ
ん、ゲームなど様々なイベントを体験して頂きました。子供達
の自発性の大切さ、グループでの活動を通じての自主性、協調
性、社会性、たくましさやリーダーシップなどを育んでいきま
す。このように充実した活動を今年も展開してこられてたのは、
ロータリークラブの皆様方の温かいご支援があればこそと心よ
り感謝申し上げます。今後とも変らぬご支援の程、宜しくお願
い致します。

ガールスカウト神奈川第３９団

青木康子様

2018 年度はブラウニー部門(小学 1～3 年生)4 名、ジュニ
ア部門(小学 4～6 年生)3 名、シニア部門(中学生)5 名、レンジ
ャー部門(高校生)1 名のスカウトで活動いたしました。活動の
3 つのポイント、①自己開発 ②人との交わり ③自然ととも
にを大切にして活動し続けております。昨今の全国的な趨勢と
して、ガールスカウト数は減少しております。スカウト数が少
ない中での活動内容はなにができるか、キャンプの費用はどう
負担するか、悩ましい問題でした。財源としましては、保護者
らが市民まつりでバザーをして、その育成会からの助成金や逗
子ロータリークラブ様からの助成金を当てさせていただいてお
ります。今後とも温かいご支援を宜しくお願いいたします。

一般社団法人逗子葉山青年会議所

本日のアクターズミーティングでは、麻溝台高等学
校と三浦学苑高等学校より発表がありました。県立
麻溝台高等学校は学校紹介と近隣の紹介。なんと県
下県立では最大規模の生徒数 1072 名（1 学年 40
人学級で 9 クラス）！！翔鵬祭という伝統の体育祭
があり、青龍、朱雀、白虎、玄武の 4 軍に分かれて
競いあうそうです。またこの 4 軍は 3 年間変わらず
良い友人を作る基礎にもなっているそうです。
私立三浦学苑高等学校からは 8 月に行った地域活
性化イベント「よこすか・ゆめ・みらい」の紹介と
24 時間チャリティへの参加の報告がありました。
「よこすか・ゆめ・みらい」では 300 人を超える参
加者を動員し、動員に至るなか大人との接点や新た
な出会いを得ることが出来たとの事。発表も募金風
景の実演を交えたりとても工夫を凝らした楽しい明
るいものでした！
両校ともにとても楽しそうに発表を行っていたの
が新鮮でした。このまま素直な心を持った良い大人
になって行ってほしいものですし、その為にもロー
タリーを通じたアクターズミーティングのような活
動の大事さを再認識しました。 （鈴木弘毅 記）

阿部晋也様

本年もこのように助成金をいただき、少数で活動する我々にと
って大変貴重な事業費として、有効活用させていただきます。
私達は「ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標」を実現する為、日本
で一番ＳＤＧｓを推進する団体を目指し活動をしております。
逗子ロータリークラブさんの例会が２２００回を超えて行われ
ている事は正に「持続可能」であり逗子の先輩方が紡いで来ら
れた活動があるからこそ、現在の逗子があるのだと思います。
9/22(日)に「逗子ビーチキャンドル２０１９」を開催させて
頂きます。５回目となる
継続事業で、逗子市民の
皆さまと共に創り上げる
事業です。是非逗子海岸
へお越し頂きたいと思い
ます。本日は有難うござ
いました。（担当：松田）

ニコニコＢＯＸ本日合計

9 月のお誕生日・奥様お誕生日・結婚祝い。
皆様、おめでとうございます。
青少年交換留学生のカタさん
が来日して 1 ヵ月が経ちま
す。今日は例会に参加してく
れました。

￥４３，０００

阿部晋也様（JC）…いつもありがとうございます！宜しくお願
い致します。
大野君…丸山様、青木様、阿部様、本日はどうぞ宜しくお願い致
します。
藤吉君…宜しくお願いします。
山本（三）さん…藤吉副幹事登場！
矢部(光)君、今井さん…BS,GS,JC 日頃の活動ご苦労様です。
山科君…カタさんを預かることになりました。
湊屋君…だいぶ、涼しくなってきました。
矢部(房)君、山口君…ボーイスカウト、ガールスカウト、青年会
議所の皆様ようこそ。交換留学生のカタさんようこそ。
臼井君…カタちゃんようこそ。

累計 ￥５６０,８４２

三宅君…よろしくお願いいたします。
村松君…久し振りの出席、新鮮です。
桐田君…５００クラブへ行ってきました。８０でした。
菊池君…新世代の皆様ようこそ。
山本(由)君、匂坂君、松田君…BS,GS,JC の皆様ようこそ！
岡本（久）君…ボーイスカウト、ガールスカウト、JC の皆様、
活動がんばって下さい。
清水（惠）さん…カタようこそ。学校は慣れましたか？
徳永君…フレスコボール大会、晴れますように！
森澤君…誕生日、ご結婚記念日の皆様、おめでとうございます。
横瀬君、岡本（一）君…新世代の報告宜しくお願いします。
大下君…今回の台風のキズあとは大きいですね。
稲垣君…新世代からの報告楽しみです！

