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2019-20 年度 №24 2019 年 12 月 19 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
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幹事：横山

第 27８5 回
18:30

19:00

19:30
19:30
20:30

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
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：誕生日・結婚記念日祝
出席報告
ニコニコ BOX 発表
卓話・プログラム 徳永理恵氏
医療法人メディスタイル副理事長・
逗子メディスタイルクリニック院長
「人生を幸福に生きるための医学」
閉会宣言 S.A.A
点鐘
大野会長
忘年会開始 オークション大会
終了

予

定

TEL＆FAX：046-873-0226

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

2784 回 例会記録 2019 年 12 月 12 日
出席報告：会員数 4６名(出席免除 3 名)
出席者：28 名

62.22％

メークアップ：地区委員会、プログラム委員会、I.M 実行
委員会
幹事報告 到着物：ガバナー月信 12 月号
開催案内：・1/25(土)13:00～15:00
第２回地区補助金説明会
於：第一相澤ビル３階
お知らせ：I.M 実行委員会より、サラリーマン川柳を募集し
ます。詳しくは追ってご連絡致します。
委員会報告 大下ニコニコ委員長：再度ご連絡致します。
来週 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。
臼井会員：１２月１日より、ハンガリーからの交換留学生
カタのホストファミリーをしております。交換留学を
経験した２人の孫娘の協力を得て、年末年始は過ごす
予定です。

〈会長の独り言〉
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ム委員会・ニコニコ委員会協同企画で、
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クラブ内各委員会の横のつながりを強
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く意識した企画となっています。本年度
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12:30 卓話 古畑 優会員
イニシエーションスピーチ

委員会では、徳永委員長奥様理恵さんより『楽しく生き

：三宅

員会では、大下委員長による『ニコニコ寄付金拡大に向

新年会

於：カンティーナ

前回修正後 68.8％

12 月 19 日(木)

財団ニコニコ

忘年会

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

於：日影茶屋
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鈴木（安）
、矢部（光）、松井
各＄10
米山ニコニコ

：鈴木（安）
、矢部（光）
、松井
稲垣、
大下

各 1,000 円

本日の忘年会は、親睦委員会・プログラ

例会卓話のテーマ【健康】ということから、プログラム

る為の美容医療最前線』という卓話を企画。ニコニコ委

けて、大オークション大会』を企画。親睦委員会では森
澤委員長のもと、全体企画、及び、食事とワンコインバ
ーの充実。と各委員会分担してがんばって頂きました。
また、青少年交換留学生 2019-20 年度インバウンド
の Szabò Kata（サボ・カタ：ハンガリーより）さん、

表彰

矢部 房男会員

2020-21 年度アウトバウンドの辰元心（たつもとこ

米山功労者

ころ：イタリア派遣）も本日ご紹介予定です。2019 年

第 6 回マルチプル

最後の逗子 RC 例会は同伴例会とさせて頂きました、ど
うぞよろしくお願いいたします。

【2780 地区】 2019/12/７ 新会員の集い
【奉仕プロジェクト：藤吉委員長】
社会奉仕 匂坂：9/16 ビーチバレーボール大会開催。参加者
は 200 名。カレーの売り上げ等で 41.000 円。PR して参
加者を増やしたい。10/20 逗子市民まつり綿菓子の提供で
危険ドラック防止・エンドポリオナウのキャンペーン。寄付
金は 41.000 円。綿菓子以外の品物も増やしたい。後半は
3.11、梅林整備、地区補助金申請を考える。
職業奉仕 中根：大下会員、田耕会員に卓話をお願いした。後
半は委員会を開いて職場訪問を考えたい。
青少年奉仕 松田：新世代交流として、ボーイスカウト・ガー
ルスカウト・JC を助成。
青少年交換 松田：青少年交換学生のカタとホストファミリー
をサポートしている。後半はカタとの交流を深めることを考
えている
インター・ローターアクト 大野：8 月にはアクターズミーテ
ィングとして、逗子開成で BBQ 大会を開催。ビーチバレー
大会には逗子開成 IA クラブ生がカレー販売を手伝う。IA 年
次大会、ローターアクト地区大会に参加。12/26～IA 台湾研
修、3 月にはアクターズミーティング一泊研修がある。

緒方貞子氏のビデオ、2 名による奉仕活動の講演に続
き、テーマに沿ったテーブルディスカッションが計 2 時
間行われた。各テーブルには新会員、現会長、地区関係
者など 10 名ほどが交じり合い、奉仕プロジェクトなど
についても活発に発言がなされた。討議後の発表は各テ
ーブルの新会員がそれぞれ堂々と担いロータリーにすっ
かり馴染んで、会場は和気藹々とした雰囲気となった。
同じテーブルでの懇親会は更に打ち解け、出席した新会
員の退会はきっと無いだろうと思われる様子。当クラブ
大下会員の討論結果発表も立派でありました。（清水惠）

【広報：松田担当】
会報編集 清水：毎例会発行に会員・事務局に感謝。後半はク
ラブ関係・コラム・写真の記事を増やしたい。
IT 松田：ホームページ、フェイスブック等でロータリーの活
動、会員情報を発信しております。下半期も引き継ぎ、皆様
の情報を発信します。
雑誌 村松：今年は編集が充実していて読みやすく、幅広い話
題を取り上げている。届いたらザクっと読んで下さい。
写真映像 古畑：伝えやすい映像を撮る努力をしたい。

【会員増強・退会防止：菊池委員長】
ロータリー研修会 菊池：前半 2 回新会員セミナーを開催。奉
仕につながる話で勉強になった。入会 3 年以内の会員入会 3
年以内の会員に研修を心がける。
会員増強・退会防止 菊池：現在 3 名の入会で 47 名。あと 3
人の増強で 50 名規模を目指す。
会員選考・会員分類 菊池：新しい分類（園芸業）が増える。
担当の鈴木久、船津会員に必ず了解を得るように。

【ロータリー財団・米山奨学：松井委員長】
ロータリー財団 松井：一人 200＄がクラブ目標。個人では
150＄をお願いします。キルギスのための補助金申請に関わ
るので、協力をお願いします。
米山奨学 矢部房：29 名の奨学生が皆様の寄付で賄われてい
る。当クラブ 11 月の時点では 25％の達成率、個人では
15.000 円の寄付を頑張ってお願いします。
（担当：湊屋）

ニコニコＢＯＸ本日合計

【2780 地区】 2019/12/14
青少年交換学生オリエンテーション
カタ（ハンガリー）の日本語でのスピーチは上達してお
ります。辰元心さん（2020～21 年度イタリア派遣候補
生）は意気込みを発表してくれました。（松田 記）

12 月誕生日・結婚記念日のお祝い（敬称略）
本人： 福嶋謙之輔、菊池尚、岡本久、松田壽之、服部城太郎、
森澤義一、鈴木弘毅
配偶者様：湊屋良子（孝之）、岡本明美（久）、松田由衣（壽之）、
桐ケ谷和子（覚）、
結婚：橘克巳 由美子、森澤義一・佳奈絵

￥３６,０００

大野君…先週に引き続き各委員会報告宜しくお願いします。
横山君…昨日、車の運転 260 ㎞、15､000 歩、歩きました。
橘（武）君…いつも元気な大下会員、忘年会、楽しみにして
おります。
山口君、藤吉君…本日もよろしくお願いします。
鈴木（安）君…早い物でもう一年過ぎるのですね！
矢部（光）君…今年も椿山荘にてダンス世界チャンピオンの
踊りを堪能できました。
湊屋君…今年度も半分が終わろうとしています。
山科君…来年が近づいて気ぜわしいです。
矢部（房）君…田耕会員、赤モク製品の県表彰おめでとう！！
臼井君…久しぶりの小春日和です。
村松君…大野年度も早や、半年経過、早いものです。

累計 ￥１,０４５,３４２

松井君…大野会長、半年間、ご苦労様です。
三宅君…大風に注意。
桐田君…天候は良いですが、大風です。
菊池君…今年も残り 3 週間を切り、忙しいです。
山本(由)君…大野年度も早いもので残り 1 回（忘年会）の例会
になりました。来年も宜しく頑張って下さい！！
匂坂君…今年も残り、半年ですね！1 年が早い。
松田君…風が強いです！！
清水(惠)さん…新会員の集いでショックな事がありました。
森澤君…猫の目のような天気。疲れます。
稲垣君…委員会報告よろしくお願いします。
古畑君…こんなに波の高い逗子海岸は初めてです。

