第２７８０回例会 逗子ロータリークラブ
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2019-20 年度 №19 2019 年 11 月 14 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 2780 回
18:00

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

合同例会プログラム

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

2779 回 例会記録 2019 年 11 月 7 日
出席報告：会員数 46 名(出席免除 3 名)

開会宣言

S.A.A

点鐘

武岡会長（京都紫野 RC）

出席者：27 名

61.36％

前回修正後 68.88％

ビジター：平井智親様（鎌倉 RC）

大野会長（逗子 RC）
幹事報告

到着物：ロータリーの友 11 月号
11 月ロータリーレート：＄１=108 円
開催案内：・11/18(月)18:00～会長幹事会
於：銀座アスター３階
・11/16(土)13:30～インターアクト委員会
14:00～アクターズミーティング 於：第１相澤ビル８階
・3/6(金)10:00～ 於：ホテルニューオータニ博多
第 7 回ロータリー親善会議福岡大会
・4/5(日)13:45～ 於：茅ヶ崎市民文化会館
2780 地区ポリオ根絶チャリティーコンサート
委員会報告山本雑誌委員：今月のロータリーの友も、内容と
ても充実しております。是非ご一読願います。

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
ニコニコ BOX 発表
18:20

18:20

閉会宣言

S.A.A

点鐘

武岡会長・大野会長

懇親会

〈会長の独り言〉
予

定

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

職業奉仕「事業承継」
清水信行会員・森澤義一会員
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
11 月 28 日(木)

12:30

12 月 19 日(木)

忘年会

12 月 26 日(木)

休会

1 月２日(木)

休会

財団ニコニコ

於：カンティーナ

：矢部（光）
、鈴木（安）、松井、菊池、
森澤、横瀬

米山ニコニコ ：矢部（房）

各

＄10

50,000 円

鈴木（安）
、菊池、森澤 各 1,000 円

大野

宏一会長

11/7 の理事会提出議事第 8 号にて『青
少年親善ガイド育成事業（案）
』が可決採
択されました。この事業は 2020 年開催
予定東京オリンピック記念事業として、
来日外国人への地域案内ボランティア等
を行うことを目的とした、青少年育成事
業です。対象は、逗子開成中学校・高等学校インターアク
トクラブ（逗子開成 IAC）とします。逗子開成 IAC は本年
度 10 人以上の会員増強に成功いたしました。提唱クラブ
である逗子 RC といたしまして、本事業を通じて更なる支
援活動が行えることを期待しております。また、オリンピ
ック関連のレセプション参加等、行政や他団体とのコラボ
レーションも視野に入れ、育成事業の研修会講師として、
R 財団奨学生や青少年交換留学生の OB/OG を予定して
おります。12 月に実行委員会の立ち上げ、2020 年 1 月
〜6 月研修会を行います。
10/28 カンティーナ 2F にて、2020-21 年度青少年
交換留学生候補者の事前面談を石田・松田・横山・大野会
員で行いました。今回は、湘南学園高等学校 2 年性の辰元
心
（たつもとこころ）
さん 1 名の申請がありました。
11/9・
10 に地区にて選考試験が行われ、次年度イタリア派遣の
地区候補者に決定いたしました。今後は、担当カウンセラ
ーをクラブ会員内より決定して、12/14 からのオリエン

テーション参加となります。本年度は、青少年交換留学生
アウトバウンドとして高橋日南乃さん（ハンガリー派遣）、
インバウンドとしてハンガリーよりサボ・カタさん受入、
次年度派遣候補者として辰元心さん（イタリア派遣）、そし
て、逗子開成 IAC を対象とした、青少年親善ガイド育成事
業（案）
。と、青少年奉仕活動関連の事業が盛りだくさんで
す。会員皆様のご理解ご協力の程よろしくお願いいたしま
す。

【2780 地区】 2019/11/９・１０

2020-21 年度青少年交換学生選考試験
今年も、来年 2780 地区
より、海外 9 か国に向けて
旅立つ青少年交換学生の選考
試験が、2 日間にわたって行
われました。今年は、過去最
高の 27 名が受験に挑み、実
に 3 倍という競争率の中、
見事、９名の学生さん達が合

畠中会員が逗子ロータリークラブ
に入会して早いもので 3 か月となり
ました。畠中会員はイニシエーショ
ンスピーチを行うにあたり会員自身
を紹介するため、4 ページにわたる
分かりやすい資料を作成しユーモア
を交えながら素晴らしいスピーチを
致しましたので順次ご紹介します。
会員ご自身をどう見ているかについては、タフで、前向
きで、人生の愉しみ方知っていますと資料に書かれてい
ます。先ずタフさについてですがご自身の若い頃、仕事の
関係で海外での生活が長くアフリカに在住時は下痢一つ
しないということで、50 人足らずの日本人社会で七不思
議の一つ語られていたようです。また精神的には愛犬と
の離別で胸キュンとなったようですが、八方塞のような
ビリビリとした感覚を好みリスク耐性が高いと評価して
おられます。次に、前向きであるについてですが、バック
ギアがないとご自身を評されていますが、磁場を変える
パワーがあり神様が何時も守って下さると信じて、ワク
ワク感を求められているとあり、人知を尽くすとの言葉
がありますが物事に徹底して取り組まれてこられた方の
言葉と聞かせてもらいました。そして、人生の愉しみ方知
ってますについてですが、海外から 15 年ぶりに帰国し
た日本が、一等国から転げ落ちるさまを見て強烈なショ
ックを受けたと言われておりますが、豊富な海外経験か
ら第三の解を追及するため、ロータリークラブへの入会
動機となったと言われ、お互いを高めあう闘いは異文化
コミュニケ―ションと論じました。畠中会員は、ロータリ
クラブ会員とこれからの愉しみ方を模索して下さるとの
予感と卓話でのお話を楽しめる新会員とお見受けいたし
ました。
（担当 矢部房男）

ニコニコＢＯＸ本日合計

格致しました。
私は、初めて、この選考試験に立ち会いました
が、ロータリーを知って頂く大切さと、そして、こ
の事業の意味を改めて、考えさせられました。試験
選考は、ガバナーはじめ、委員会の皆さんも気持ち
が入り、真剣に厳重に合格者を選びました。
この９名が、世界との架け橋となり、将来、日本
の為、世界の為に活躍して欲しいと心から願いまし
た。

横山君…例の件で８キロ痩せましたが、御かげさまで２
キロ太りました。
矢部（光）君、橘（武）君、稲垣君…畠中会員イニシエ
ーションスピーチ楽しみです。
鈴木（安）君…今日、市の文化交流センター内のプール
で水中ウォーキングしてきました。
山科君…先週の読書会ありがとうございました。

記）

11 月理事会報告
・予算執行状況報告

承認
10/20(日)市民祭りについて…クラブからの参加者
19 名。募金はクラブ寄付として財団へ。
承認
・指名委員会について…11/9(土)18:30～魚勝に
て。進行は会長が議長を指名する。
承認
・忘年会について…12/19(木)18:30～カンティー
ナにて開催。同伴例会とし、バザーを実施。徳永会
員奥様の卓話を予定。
承認
・新年会について…1/16(木)日影茶屋にて開催予
定。アトラクションは津軽三味線（橘克巳会員紹介）
を予定。予算は継続審議。
・第２グループ I.M.について…2/29(土)開催。各ク
ラブから会員 2 名を実行委員に出向、選出は会長
に一任とする。鎌倉 RC 中心で実行委員会を３回
ほど開催する。
承認
・青少年親善ガイド育成事業（案）…グローバル化す
る中で青少年の育成を目的とし、逗子 RC の中で
テストケースを作る。逗子開成インターアクトとの
交流を深める為に働きかける。他の高校にも拡げる
事も検討。予算上限２５万、実行委員会の設置。
承認

￥４６,０００

大野君…畠中会員、本日は卓話宜しくお願い致します。

（松田

累計 ￥８５５,３４２

矢部（房）君、山口君、松井君、菊池君、匂坂君、服部
君、岡本（久）君、松田君、清水（惠）さん、徳永君、
森澤君、横瀬君…畠中一郎会員、イニシエーションスピ
ーチ宜敷くお願いします。
桐田君…元気ですか？ちょっと、くたびれています。
山本（由）君…来週はいよいよ立冬です。寒くなります。
古畑様（横浜銀行新支店長）…しっかり勉強させて頂き
ます。
その他：桐ケ谷会員からと、先週哉吉での余剰金

