第２７７６回例会 逗子ロータリークラブ
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2019-20 年度 №15 2019 年 10 月 17 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 277６回
18:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

開会宣言

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

2775 回 例会記録 2019 年 10 月 10 日
ゲスト：第 2 グループ

中込仁志ガバナー補佐

出席報告：会員数 46 名(出席免除 3 名)

ロータリーソング斉唱

出席者：26 名

ゲスト・ビジターの紹介

57.77％

前回修正後 68.88％

メークアップ：ビーチバレーボール大会

会長の時間
幹事報告：来信・告示事項
委員会報告：誕生日・結婚記念日祝

於：藤沢ミナパーク 6 階

ニコニコ BOX 発表

19:30
19:30

週報：横須賀北 RC、横須賀西 RC

開催案内：・12/7(土)14:00～20:00「新会員の集い」

出席報告
19:00

幹事報告

卓話・プログラム

委員会報告

杉岡芳樹ガバナー卓話

市民祭りの前日（10/19）に、テント張り等の準備がご

閉会宣言

S.A.A

ざいます。お時間のある方は１３時に運動公園にて、御協

点鐘

大野会長

力頂きたくお願いします。

杉岡芳樹ガバナーとの懇談会

矢部（房）市民祭実行委員：１０/２０

松田ゴルフ親睦委員：11/21 葉山 RC・逗子 RC 合同
ゴルフコンペを開催致します。詳しくは皆様にご案内を
お送り致しますので、是非、ご参加お願い致します。

予

定
杉岡ガバナー公式訪問

〈会長の独り言〉

大野

宏一会長

10 月 17 日(木)

18:30

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・国際奉仕フォーラム

11 月 7 日(木)

12:30 卓話 畠中一郎会員
イニシエーションスピーチ

30 台会員 1 名（2.17%）40 代会員 3 名（6.52%）

11 月 14 日(木)

京都紫野 RC 合同例会

50 代会員 13 名
（28.26%）
60 代会員 10 名
（21.73%）

11 月 21 日(木)

18:30

11/14〜15

逗子 RC・葉山 RC 合同例会

12:30

職業奉仕「事業承継」
11 月 28 日(木)
清水信行会員他
12:30 年次総会 役員・クラブ管理
12 月 5 日(木)
運営上半期報告 下半期計画発表

本日は、杉岡芳樹ガバナー公式訪問と
いうことで、現時点での逗子 RC 概況の
データを補足したいと思います。
会 員 数 46 名 〈 男 性 43 名
（93.47%）
・女性 3 名（6.52%）
〉

70 代会員 9 名
（19.56%）
80 代会員 10 名
（21.73%）
で 2019/7/1 基準の平均年齢が 65.3 歳。となってお
りまして、
50 代 60 代の会員が約半数を占めています。
また、過去 10 年の入会者は 41 名で、18 名（43.9%）
が退会しています。
以上データから、単純に考えれば、50 代 60 代の会
員が中心となって魅力あるクラブ造りを行い、退会防止

財団ニコニコ

：矢部（光）鈴木（安）

に配慮、かつ、会員を増強。
『老・壮・青のバランスのと

各＄10
米山ニコニコ

れた逗子 RC』を維持するためには、30 代 40 代の会
員が少ない状態なので、会員増強のターゲットゾーンだ

： 船津、鈴木（安）
各 1,000 円

と思います。
会員皆様のご意見いろいろお聞かせ下さい。

【2780 地区】 2019/10/9

第２グループ会長幹事会報告
来週、杉岡ガバナー公式訪問
がございますので、逗子ロータ
リークラブの皆様、どうぞ宜し
くお願い致します。

【杉岡ガバナーの略歴を
ビデオで紹介】
現在 69 歳、昭和 44 年に上智
大学に入学、ちょうど学生紛争の末期の頃でした。半年
間、ヨーロッパを放浪しました。その時の経験は今でも生
きています。昭和 48 年に大学を卒業後、相模ガス（株）
に入社致しました。家族は、妻と子供３人です。
その後、地域に活動の場を求め、相模原商工会議所の会
頭も務めました。その時の仲間・友人は私の財産となって
います。
1996 年に 45 歳で相模原 RC に入会、会長、地区米
山委員長、地区会員増強・会員維持委員長等を歴任、ガバ
ナー補佐等を経て現在に至っています。

【中込ガバナー補佐がロータリーで学んだこと】
2009 年鎌倉 RC に入会、その翌年から地区に出向し
た。まず解りにくいロータリーの専門用語を学び理解し、
それを解り易く説明することを心掛けた。地区では、菅原
ガバナーの地区副幹事、青少年奉仕委員長などを務めた。
インターアクト、ローターアクトでは、主役は学生たちで
あり、彼らがやりたいことは何か、を大事にした。
地区・委員長の、意見は違っても一旦決定した事は一致
団結して実行するという事を学んだ。鎌倉 RC 会長の時
は、停滞していたクラブの組織改革を行い、理事会の活性
化、指名委員会の設置などを行い、会員が増加した。
今後、地区への出向者を増やし、新メンバーが参加する
ことで地区の活性化につなげてほしい。 (担当：大下)

10/9（水）18:00 より、葉山マリーナにて第 2 グ
ループ（鎌倉 RC・鎌倉大船 RC・鎌倉中央 RC・葉山
RC・逗子 RC の 5 クラブ）の会長幹事会が行われま
した。会長幹事会は毎月 1 回行われ（今年度は各クラ
ブの例会に合わせて実施）、RI2780 地区・第 2 グル
ープの方針や報告事項、各クラブの会員状況、財団・
米山への寄付近況などが、中込ガバナー補佐より報告
されております。今回の議題は下記 10 点。
①前回（ at 大船 RC）議事録承認 ②地区大会の新
世代交流会の内容、及び、出席状況 報告 ③地区戦
略委員会 地区ビジョン（案）報告 ④ガバナーノミ
ニー選出の件 報告 ⑤ロータリーの友、各クラブ会
員数と購読数 確認 ⑥北九州被害地への各クラブ
義援金 報告 ⑦世界ポリオデーに合わせた活動の
件 報告 ⑧11/15 公共イメージ・奉仕プロジェ
クトセミナーの件 報告 ⑨12/7 新会員の集いに
ついて 報告 ⑩会員増強、財団寄付、米山寄付近況
報告
会長幹事会後（または前）、引き続き、各クラブ会
長・幹事は各クラブの例会に参加。多くの交流を深め
る機会をつくっております。 （大野会長 記）

【お知らせ】
・野中邦一様（逗子社会福祉協議会主任相談員）
10/20(日)逗子市民まつりにて、フードドライブを
実施します。ご家庭で余っている食品を提供し、食べ
物もこまっている家庭や子供食堂などに届けます。ご
御協力お願い致します。

・矢部基子様（イージードレス主宰）
10/17(木)逗子アートファスティバルの中で、
「みん
なでアート」を開催します。その中で子供・障害のあ
る方・認知症の方が混じり合う「みんなでファッショ
ンショー」を行います。是非、観にいらして下さい。

《10 月誕生・結婚記念日のお祝い》
本人：三宅譲、石田隆、岩堀恭一、稲垣 正
奥様・ご主人様：大野直美（宏一）
、清水武壽（惠子）、 大下美由紀（智明）
結婚：山口哲 信子、藤吉一哉・慶子、大野宏一・直美、匂坂祐二・ふじ子、

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥３４,０００

中込仁志様(ガバナー補佐)…本日は貴重な例会のお時間を
拝
借致します。
矢部基子様(イージードレス主宰)…本日はお邪魔致します。

累計 ￥６５９,８４２

橘(武)君、山科君、矢部(房)君、清水(惠)さん…中込ガバナ
ー補佐ようこそ。
松井君…ノーベル化学賞吉野さん素晴らしい。中込 AG よ
ろしく。

大野君…中込ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。 桐田君…何事もなく、台風が通過しますように。南無妙法
福嶋君…台風 19 号何事もなければ良いが。
蓮華経。
船津君…中込様スピーチよろしく。
矢部（光）君、山口君、三宅君、山本（由）君、匂坂君、服
部君、松田君、岡本（一）君…中込 AG ようこそ。本日は
宜しくお願いします。
鈴木(安)君…二日間、黒部ダム立山アルペンルート、山口会
長の横浜銀行懇和会で楽しんできました。

菊池君…逗子アートフェスティバル 2019、10 月 18 日
からスタート。
畠中君…頸椎ヘルニアでとうとう首が回らなくなりました。
稲垣君…台風 19 号被害が少ない事を祈っています！

