第２７７７回例会 逗子ロータリークラブ

ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ
2019-20 年度 №16 2019 年 10 月 24 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 2777 回
12:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

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

2776 回 例会記録 2019 年 10 月 17 日

S.A.A

ゲスト：

点鐘

大野会長

出席報告：会員数 46 名(出席免除 3 名)
出席者：32 名

71.11％

前回修正後 73.33％

メークアップ：地区大会・市民まつり

ゲスト・ビジターの紹介
会長の時間

幹事報告

幹事報告：来信・告示事項

開催案内：・11/4(祝月)「北鎌倉女子学園インターアク

到着物：ガバナー月信 10 月号

委員会報告

トクラブ加盟認証伝達式」於：鎌倉パークホテル

出席報告

15:30～受付

ニコニコ BOX 発表

・11/24(日)米山学友会主催「国際交流会」

「米山について小フォーラム」
閉会宣言

S.A.A

点鐘

大野会長

17:00～懇親会

於：二宮町民センター

卓話・プログラム
大野会長・矢部房男米山奨学委員長

13:30

TEL＆FAX：046-873-0226

開会宣言

ロータリーソング斉唱

13:00

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

13:00～16:30

その他：・杉岡ガバナーより台風 19 号の被災について
のお見舞いが、メールにて届いております。
・逗子観光協会より花火大会協賛のお礼ハガキが届きま
した。
委員会報告

矢部（房）市民祭実行委員：今週日曜日、市

民まつり開催します。地区大会と同日ですが、是非、お

予

定

手伝いお願いします。

10 月 24 日(木)

12:30 卓話：大野会長・矢部房男米山
奨学委員長「米山について小フォーラム」

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

11 月 14 日(木)

京都紫野 RC 合同例会

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
12:30 年次総会 奉仕プ・広報・会員
12 月 12 日(木) 増強・R 財団関係上半期報告 下半期計
画発表
財団ニコニコ

：矢部（光）
、横瀬、今井
村田

米山ニコニコ

：今井
村田

＄10
＄150

匂坂社会奉仕委員長：ビーチバレー大会は盛り上がり、今
年も良い機会を頂きました。来年にも繋げたいです。

〈会長の独り言〉

大野

宏一会長

10 月 20 日の地区大会本会議にて、
地区大会決議 1 号〜16 号が行われま
した。
「決議第 9 号」では、ロータリー
財団並びに米山奨学事業に対し理解と
寄付協力の件、として例年通り、Ｒ財団
寄付 200 ドル以上・ポリオプラス 40 ドル以上・ロー
タリー米山記念奨学会寄付 2 万円以上・恒久基金 1 ク
ラブ当たり 1000 ドル以上の目標推進、が決議されま
した。現況、逗子クラブでは、R 財団寄付及び米山奨学
会寄付の達成が残されるのみです。目標額への早期達成
を本年度は目指しております。本日は、米山奨学生のジ
ョルダヤコヴァ・サウレさんの卓話です。各寄付金への

1,000 円

ご理解を深めて頂きますよう、そして寄付（支援）の実

15,000 円

践のきっかけとして頂ければと思います。

【2780 地区】 2019/10/19･20 地区大会

於：小田急センチュリー相模大野
相模女子大グリーンホール
杉岡芳樹ガバナー、中込仁志ガバ

10/19・20 は、小田急センチュ

ナー補佐、逗子ロータリークラブ

リー相模大野・相模女子大学グリー

代表者、との懇談会終了後、会員全

ンホールにて地区大会開催。

員が拍手で迎え、公式訪問が始ま

RI 会長代理として第 2660 地区

りました。内容は RI 会長の方針、

PG 大阪東 RC の若林紀男さんが

ロータリーのビジョン声明、

ご参加。１日目『会長幹事会』

新しいロータリー戦略、2019 年

『クラブリーダーセミナー』
『RI 会長ご夫妻歓迎晩餐

～20 年の第 2780 地区基本方針、この 4 つの柱を熱の

会』２日目『新世代交流会』
『地区大会本会議』
『大懇

こもった説明をされました。

親会』と最後まで体験してきました。若林 RI 会長代

今年の RI 会長の大きなテーマは『ロータリーは世界を

理のお話たいへん面白く勉強させて頂きました。

つなぐ』です。アメリカで発足したロータリーの原点、

（大野

記）

「つながり」を重視したテーマです。また、重点事項はロ
ータリーの成長、家族の重要性、内部組織の改革、国連と
のパートナーシップ、など時代に対応したロータリーの
役割を詳細に話されました。
地区基本方針については、すでに逗子ロータリークラ
ブ委員会活動計画書に記載されている 9 項目を、具体的
に細部にわたってスクリーンを使って説明されました。

【10 月 20 日（日）逗子市民まつり】
特設ブースにてチャリティー募金活動を行いまし

時代に即し将来に向け盤石な組織強化を図れば、ロータ

た。募金活動は、「危険ドラッグ乱用防止」と「ＥＮ

リーはますます発展する事を付け加えられました。逗子

Ｄ

ロータリーの会員も胸にしっかりと焼き付け、誠意をも

綿菓子をプレゼントいたしました。

って取り組む事を各々自覚したことでしょう。方針説明

ご参加いただいた会員

の後に質疑応答がありま

の皆様（19 名参加）
、

したが、一つ一つ丁寧に

御協力、ありがとう

答えられ、親しみやすく

ございました。

ＰＯＬＩＯ

募金総額

温厚な人柄があふれ出る

41,000 円

公式訪問でした。
（担当

ＮＯＷ」。募金をして頂いた方には、

（匂坂

村松）

記）

10 月の誕生日・奥様ご主人様誕生日・結婚祝

青少年交換留学生のカタ（ハン
ガリ―）も本日は例会に参加。
松田カウンセラー「徐々に慣れ
てきました。日本語もがんばっ
ています。皆さん暖かく見守
りながら、応援して下さい。
」

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥５４,０００

杉岡芳樹ガバナー、中込仁志ガバナー補佐…本日は宜し
くお願い致します。
大野君…杉岡ガバナーようこそ逗子へ。中込ガバナー補
佐、先週に引き続き宜しくお願い致します。
鈴木（久）君、山科君…ガバナーをお迎えして。
福嶋君、橘（武）君、湊屋君、松井君、山口君、矢部（房）
君、臼井君、三宅君、菊池君、橘（克）君、匂坂君、服
部君、大下君…杉岡ガバナーようこそ逗子へ。
村田君…秋というより冬だね。

累計 ￥７１３,８４２

矢部（光）君、山本（由）君、村松君…杉岡ガバナーをお
迎えして。ご指導宜しくお願いします。
鈴木（安）君、石田君、藤吉君、森澤君…杉岡ガバナー、
中込 AG ようこそ。
桐田君…我が家の屋根に穴があきました。雨が心配です。
松田君、岡本（一）君、稲垣君…杉岡ガバナー、中込 AG
宜しくお願い致します。
清水（惠）さん…杉岡ガバナーようこそ。10 月のお祝い
を頂き。
横瀬君…杉岡ガバナーようこそ、心より歓迎致します。
今井さん…ガバナーのお話を楽しみにしています。

