第２７８２回例会 逗子ロータリークラブ
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2019-20 年度 №2１ 2019 年 11 月 28 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 2782 回
12:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

TEL＆FAX：046-873-0226

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

2781 回 例会記録 2019 年 11 月 21 日

開会宣言

S.A.A

出席報告：会員数 4６名(出席免除 3 名)

点鐘

大野会長

出席者：27 名

61.36％

前回修正後 59.09％

ロータリーソング斉唱

メークアップ：地区委員会、指名委員会

ゲスト・ビジターの紹介

ビジター：中込仁志 AG、横山英夫様、岩澤資泰様、
小澤貴幸様（鎌倉）岩井潤様（京都紫野）

会長の時間

葉山 RC 出席者数：13 名

幹事報告：来信・告示事項

幹事報告

委員会報告

開催案内：・12/4(土)15:30～

ニコニコ BOX 発表

例会変更：鎌倉 RC

職業奉仕「事業承継」

点鐘

大野会長

・12/7(火)18:00～

夜間例会及びクリスマス家族例会
・2020/6/9(火)休会（国際大会開催の為）

森澤義一会員
閉会宣言

於：第一相澤ビル 6 階

「青少年交換学生オリエンテーション」

卓話・プログラム

13:30

到着物：ガバナー月信 11 月号

週報：横須賀北 RC

出席報告

13:00

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

委員会報告

S.A.A

菊池研修委員長：11/28(木)18:30 より新

会員セミナー開催致します。場所は逗子銀座商店街コ
ミュニティースペース３階です。その後、19:30 より
新会員歓迎会を哉吉にて行いますので、皆様是非ご参

予

定

加お願い致します。

12:30

職業奉仕「事業承継」
11 月 28 日(木)
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
12 月 19 日(木)

18:30

12 月 26 日(木)

休会

1 月 2 日(木)

休会

財団ニコニコ

忘年会

於：カンティーナ

：矢部（光）
桐ケ谷

米山ニコニコ

：岡本
桐ケ谷、大下、稲垣

＄20
＄10
20,000 円
各 1,000 円

〈会長の独り言〉

大野

宏一会長

本日は 18:30 より本年度第 2 回目の
逗子 RC 新会員セミナーを予定しており
ます。入会 5 年以内の会員を対象として
います。ロータリークラブに入会するこ
とによって享受可能な最大のメリットは、
交流関係の広がりだと思います。所属ク
ラブの例会・各奉仕事業・親睦活動・同好会への参加。第
2 グループ内のインターシティーミーティング・合同例会
への参加。メーキャップの活用。RD2780 のセミナー・
イベント・地区大会への参加。姉妹クラブである京都紫野
RC への表敬訪問・周年事業への参加。等々、率先的にご
参加いただいて、新会員の皆様には、多くのメリットを享
受して頂ければと思います。
また、
『ロータリーの友』
『ガバナー月信』配付書籍、WEB
では『マイ・ロータリー』『RD2780 地区』
『逗子ロータ
リークラブ』等のホームページ。また Facebook 等の SNS
を利用して、ロータリー情報を有効的に活用して頂ければ
と思います。

【2780 地区】 2019/11/１６

障害児家庭に乳牛を

インターアクトミーティング
本日のアクターズミーティングでは光明学苑相模原

グローバル補助金申請の為 キルギスを視察

高等学校と平塚学園高等学校より発表がありました。
光明学苑は 3 部構成で 1 部は学校で行った酪農教室。

５
日
間
会
員
４
名
で
訪
問

視察、横田基地視察で経験したことをクイズ形式で紹
介、○×の電子音が鳴るグッツも活用して盛り上げて
おりました！2 部は顧問の先生（自己申告！ぴーちゃ
ん先生）からの鳥に関する発表の時間。先生は個人的
に鳥が大好きなようで大分時間を割いての発表でし
た。3 部はこれまたビックリ！男子生徒 2 名による
歌の発表！カラオケ？？って思いましたら、本格的な
声楽の発表でした、とても美しい歌声にハモリとオペ
ラ？ゴスペラ？皆さん聞きほれておりました♪

11 月 21 日の逗子ＲＣの例会は、逗子 RC がホスト

平塚学園高校からはヒラメ屋と称して（ミヤネ屋？）

として葉山クラブとの合同例会、昼のゴルフに続い

TV の情報番組を模しての自校紹介軽快なトークで紹

て夜間例会として行われた。鎌倉ＲＣから中込ＡＧ

介をしていきます、創立 1942 年の共学制現在サッ

ら 4 名、さらに戸塚に工場がある京都紫野ＲＣ岩本

カーで県内ベスト 4 進出！そして 2 大イベントは平

会員、ハンガリーからの青少年交換学生のカタさん

学際と体育祭との事。平学際では 3 年生が模擬店、2

も出席。スピーチは国際奉仕委員会より、グローバ
ル補助金申請のための、地区補助金を利用したキル
ギス地域調査の報告があった。

年生がイベント系、1 年生は各クラス対抗の合唱で競
い合ったそうです。各優勝は 3 年がタコ無したこ焼
き！2 年はお化け屋敷だったそうです。体育祭では IM
クラブは用具がかりで活躍。また各クラスオリジナル
T シャツを作って投票により優勝を選んでいるそう
です！今回は両校ともに趣向を凝らした発表で予想
を覆す展開でした。前例にとらわれない自由な発想に
基づく行動で感心してしまいました。
（鈴木弘毅

逗子大野会長

新会員入会 古畑
職業分類：銀行

葉山鈴木会長

優

記）

氏

逗子・葉山・鎌倉合同ゴルフコンペ
１９名参加

葉山 C.C.

中込 仁志

４５・４７

準優勝

横山

健

４６・５４

3

横山 英夫

４６・４７

優

勝

位

ニコニコＢＯＸ本日合計

会員 4６名
11/21 現在
【橘

武】

￥４８,０００

中込仁志様、横山英夫様、岩澤資泰様、小澤貴幸様（鎌
倉 RC）…メークアップさせて頂きます。宜しくお願い
致します。
岩井潤様（京都紫野 RC）…ゴルフ楽しかったです。
大野君…葉山の皆様ようこそ逗子クラブへ。本日は宜し
くお願い致します。
横山君…ビジターの皆様ありがとうございます。ゴルフ
楽しかったです。
鈴木（久）君…葉山 RC の皆様を迎えて。北陸の土産を
頂いて。
鈴木（安）君…京都岩井さん良く参加下さいました。３
クラブ合同コンペ、幹事さんご苦労様。
矢部（光）君、山口君、矢部（房）君、菊池君、岡本（久）
君…葉山 RC の皆様ようこそ！

累計 ￥９４０,３４２

橘（武）君…京都の岩井さん、葉山 RC の皆様ようこそ。
湊屋君、桐ケ谷君、松田君…合同例会楽しみです。
山科君…久しぶり合同例会に出席です。
松井君…本日のゴルフ散々でした。
臼井君…古畑さんようこそ。
三宅君、藤吉君、徳永君、森澤君、山本（由）君…葉山、
鎌倉 RC の皆様ようこそ。
桐田君…石川出張ご苦労様でした。葉山の皆様ようこそ。
匂坂君…葉山 RC 鎌倉 RC 中込 AG、逗子へようこそ。
服部君…葉山 RC、鎌倉 RC、京都紫野 RC の皆さん、よ
うこそ！
清水（惠）さん…皆様ようこそ！！お祝いを頂き。
稲垣君…近隣 RC 合同例会楽しみです！
古畑君…今日も緊張しています。

