第２７８４回例会 逗子ロータリークラブ
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2019-20 年度 №23 2019 年 12 月 12 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

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

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

幹事報告

第 27８4 回
12:30

例会プログラム

開会宣言

S.A.A

点鐘

大野会長

ロータリーソング斉唱
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
出席報告
ニコニコ BOX 発表
13:00

奉仕プ・広報・会員増強・R 財団関係
上半期報告

13:30

閉会宣言

点鐘

大野会長

下半期計画発表

到着物：ロータリーの友 12 月号
12 月ロータリーレート：＄１=108 円
開催案内：・12/10(火)13:45～ 第２Gr.会長幹事会
於：鎌倉プリンスバンケットホール
お知らせ：2022～2023 年度ガバナーノミニー選出につ
いて候補者の田島敏久氏（相模原 RC）が辞退された
為、佐藤祐一郎氏（津久井中央 RC）に決定しました。
例会変更：鎌倉大船 RC・12/15(日)12:30～クリスマス
家族移動例会 ・12/26(木)休会
委員会報告 村松雑誌委員長：ロータリーの友 12 月号か
ら興味深いものを抜粋致しました。ご一読願います。
菊池研修委員長：28 日の新会員セミナー（参加者 1２名）
及び、歓送迎会（参加者 22 名）は多くの皆様にご参
加頂き感謝。
大下ニコニコ委員長：19 日の忘年会では、オークション
大会を開催しニコニコに寄付の予定。品物の提供をど
うぞ宜しく。

〈会長の独り言〉

大野

宏一会長

12/7 藤沢商工会議所にて『地区新会員

S.A.A

の集い』に参加（逗子 RC より大下・
清水惠子・横山・大野の 4 名参加）して
きました。緒方貞子さん（元国連難民高

予

等弁務官・日本人として 2 人目のロータ

定

12:30 奉仕プ・広報・会員増強・
12 月 12 日(木)
R 財団関係上半期報告 下半期計
画発表
忘年会

於：カンティーナ

リー国際親善奨学生）のビデオ放送、大谷新一郎地区研修
委員長による著名なロータリアン紹介（カーネル・サンダ
ース）、平塚湘南 RC 井出隆夫さん・藤沢西 RC 芳川恵子
会員によるクラブ奉仕活動の講演。上記ビデオ放送・講演

12 月 19 日(木)

18:30

12 月 26 日(木)

休会

1 月 2 日(木)

休会

ッションを行い、最後に 14 テーブルの代表者による 2 分

1 月 9 日(木)

休会

間発表（逗子 RC からは大下会員選出）という、6 時間超

1 月 16 日(木)

18:30

の感想や、ロータリーに対して思うこと、どんなロータリ
アンになりたいか？等々、新会員中心にテーブルディスカ

新年会

於：日影茶屋

のイベントでした。11/28 に行われた逗子 RC での第 2
回新会員セミナー、畠中会員による卓話のテーマは

財団ニコニコ

：矢部（房）

＄500

鈴木（安）
、矢部（光）、菊池
各＄10
米山ニコニコ

：鈴木（安）
、矢部（光）
、船津、菊池
各 1,000 円

2783 回 例会記録 2019 年 12 月 5 日

Pay it Forward（ペイフォワード）
【ある人物から受けた
親切を、また別の人物への新しい親切でつないでいくこと
（実現日本語表現辞典）
】でしたが、今回の平塚湘南 RC 井
出隆夫さんの講演内でも『奉仕活動に見返りを求めない』
というキーワードが光っていたのも偶然ではないのでし
ょう。また、藤沢西 RC 芳川恵子会員による講演では、異
なる視点を持つ女性・若手会員の重要性について考えさせ
られました。杉岡ガバナーの総評は「クラブ例会・クラブ

出席報告：会員数 4６名(出席免除 3 名)

懇親会とは違った会であった」「新会員のみならずベテラ

出席者：28 名 62.22％

ン会員にも勉強になる会であった」ということで、たいへ

前回修正後 72.73％

メークアップ：地区委員会、新会員セミナー

ん有意義な時間でありました。

【2780 地区】 2019/12/１ローターアクト地区大会
＠アイクロス湘南 6F ホスト：鎌倉ロータアクトクラブ
地区代表：小野将輝（おのまさき）君
実行委員長：疋田梨桜（ひきだりお）さん
現在 RD2780 内のロータアクトクラブ（RAC）は
５クラブで、相模原 RAC（8 名）
・よこすか RAC（10
名）
・小田原城北 RAC（8 名）
・厚木中 RAC（13
名）
・鎌倉 RAC（7 名）で、18 歳〜30 歳の会員が活
躍中です。今回の、大会ターゲットは『つなぐ』
（ロー
ターアクターとローターアクターを、ローターアクター
とロータリアンを、地区内というコミュニティーを、そ
して日本・世界を”つなぐ”
）地区ターゲットは『木』
（根はクラブ・幹は地区・葉っぱは会員）ということ
【大野会長】
で、RD2780 ロータリアン 43 名・RD2780 ロータ
青少年交換学生の受け入れに委員会を組織した。11 月に
ーアクター45 名・RD2780 ローターアクターOBOG
は 2 日間の京都紫野 RC との合同親睦旅行を実施。上半
１名・友好地区ローターアクター16 名・ゲスト 1 名、
期の予定は問題なく終了。後半も宜しくお願いします。
の計 106 名の参加がありました。メインプログラムで
【横山幹事】
の、杉岡ガバナー・小野将樹ローターアクト地区代表・
いつか慣れると思いつつ、半年が過ぎました。私事です
が、癌になり、腸を 3/4 切りました。会長には負担をお 河村理香子鎌倉 RAC 会長によるパネルディスカッショ
かけしましたが、後半は体を回復させてがんばります。
ンのテーマは【RAC の現況と現在の問題点である会員
【三宅会場監督】
増強】で、引き続き、参加者全員でテーブルディスカッ
この会場は天井が低いため響いて私語が良く聞こえま
す。話をしたい方はトイレでお願いします。後半は私語を ション（12 テーブル）→ テーブルごとに意見発表を
行いました。会員増強の為の、RAC の認知度の向上。
慎むように宜しくお願い致します。
IAC（インターアクトクラブ）
・インターアクト学友
【岡本会計】
前半の会計は問題なく執行されています。後半も宜しく。 会・RAC・ロータリークラブの相互理解。RAC 例会の
【クラブ奉仕委員会 桐田吉彦理事】
魅力度向上。等々、ロータリークラブの活動計画にも大
各委員長さん、発表よろしくおねがいします。
いに役立つ議論に参加させて頂きました。（大野 記）
【親睦活動 森澤委員長】
7 月に同伴例会を開催、11 月は京都紫野 RC との親睦
12 月理事会報告
合同例会を行いました。参加者が 15 名のみでしたが、
・12/19 忘年会について…カンティーナにて同伴
今後ともよろしくお願いいたします。
例会開催。案内を本日送付予定。
→決定
【大下ニコニコ委員長】
・1/16 新年会について…日影茶屋にて同伴例会開催。
ニコニコは今日で 101 万になりました。ニコニコのコメ
津軽三味線を余興として行う。
→決定
ントは面白く書くようにお願い致します。同伴忘年会は
・2022-23 年度ガバナーノミニー選挙について…
オークションをやりますので御協力御願いします。
佐藤祐一郎氏（津久井中央 RC）に決定 →決定
【古畑出席委員長】
・クラブ定款の年次総会に関する記述について…
岡本出席委員長の退会（移動）で引き継ぎをしました。今
年次総会にて半期決算報告を追加。
→承認
後とも宜しくお願い致します。
・親睦旅行（京都紫野 RC 合同）予算決算報告
【プログラム委員会 服部会員】
→承認
前半は健康をテーマに卓話をお願いしましたが、後半も
・その他…青少年交換留学候補生として逗子 RC より
健康テーマで行いたいと思います。
推薦した辰元心さんが合格。イタリアへの派遣。
（担当：山本由夫）
忘年会に、お母さまと出席。
→承認
指名委員会鈴木安之会員より 次年度理事候補者を発表
•理事：匂坂祐二・大野宏一・森澤義一・
服部城太郎・岡本久・村松邦彦・山本由
夫・松井一郎・石田隆・菊池尚・桐田吉
彦・松田壽之・三宅譲・矢部房男(14 名)
（次々年度会長：服部城太郎）
挙手にて、全会員一致で承認された
服部城太郎 会長ノミニー挨拶
60 周年にあたります。皆様のご協力をお願い致します。

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥３９,０００

大野君…本日は逗子 RC の年次総会です。次年度役員・理事
選出の皆様、本年度も引き続き宜しくお願い致します。
横山君…船津さんに会えて嬉しいです。
船津君、山口君、藤吉君…今日もよろしくお願いします。
福嶋君…あと一つ寝ると 84 才！！
橘（武）君…いつまで揉めるのか…桜を見る会…。
鈴木（安）君…古畑会員、今晩の横浜銀行懇話会よろしく。
矢部（光）君…会長ノミニーに服部城太郎君、次年度役員・
理事決定。飛躍を期待！
山科君…カタのホストファミリー臼井さん宜しくお願いしま
す。
矢部（房）君…師走、今年も最終月となりました。早いですね！
臼井君…カタ、12 月 1 日よりお預かりしています。
村松君…風邪をこじらせ咳が止まりません。皆様も気を付けて。
三宅君…何とかセーフ。

累計 ￥１,００９,３４２

桐田君…虚弱体質なので、用心の為、マスクしています。
菊池君…大野年度も漸く半分経過、後半もがんばりま
す。
山本（由）君…大野年度も年次総会の時期になりました。
半分終わりですネ！発表よろしく。
匂坂君、森澤君…大野会長、上半期お疲れ様でした。
服部君…下半期もよろしくお願いします！
岡本君…大野年度早いもので残り半分お疲れ様です。
松田君…12 月ですね。早い！！
清水（惠）さん…年次総会、次年度宜しくお願いします。
大下君…皆様の宝物、楽しみにしています。
畠中君…暖冬ですね。イマイチ身体の調子がさえません
が、皆さんお元気ですか？
古畑君…逗子海岸からの富士山綺麗です。

