第２７８８回例会 逗子ロータリークラブ
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2019-20 年度 №27 2020 年 1 月 30 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 27８8 回
18:00

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

開会宣言

三宅 S.A.A

点鐘

大野会長

TEL＆FAX：046-873-0226

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

2787 回 例会記録 2020 年 1 月 23 日
ビジター：中込仁志 AG、横山英夫様（鎌倉 RC）
、
金子善七郎様（鎌倉中央 RC）
、太田俊英様（鎌倉大船

ロータリーソング斉唱

RC）
、林雅巳様（鎌倉 RC）
、西村延容様（鎌倉大船 RC）、

ゲスト・ビジターの紹介

戸張雅仁様（葉山 RC）
、山田嗣様（鎌倉中央 RC）

会長の時間

織田ゆり子様（東京米山 E クラブ）、小川博久様（アト

幹事報告

リエブルックス）

来信・告示事項

委員会報告

出席報告：会員数 4６名(出席免除 3 名)

出席報告

出席者：26 名

ニコニコ BOX 発表
18:30

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

幹事報告

閉会宣言

三宅 S.A.A

点鐘

大野会長

到着物：ロータリーの友 1 月号、ガバナー月信

週報：横須賀北 RC
開催案内：・2/16(日) 於：第１相澤ビル 6 階と 8 階
13:00～米山学友総会 14:00～オリエンテーション

地区職業奉仕今村副委員長の卓話

14:30～修了式

19:30 終了

委員会報告

予

2 月 6 日(木)

18:00 職業奉仕フォーラム
地区職業奉仕副委員長今村仁様
12:30 卓話 田村宣子氏
「この先も自分らしく生きていく為に
～もっと知ってほしい乳癌の事～」
※京都紫野 RC 表敬訪問
12:30 卓話

2 月 20 日(木)

18:00

2 月 29 日(土)
3 月 5 日(木)

16:00～歓送会

村松雑誌委員長…今回も興味深いものが載

っております。ピックアップしておりますので、是非

定

2 月 13 日(木)

前回修正後 88.88％

1 月号

18:35 職業奉仕フォーラム

１月３０日(木)

56.52％

ご一読お願い致します。

〈会長の独り言〉

大野

宏一会長

My Rotary の WEB サイトにログイン
して、Zushi ロータリークラブの目標設定・
確認センターに進みます。設定目標の大分類
は、① 会員増強と参加促進（7 項目）

未定

②

ロータリー財団への寄付（5 項目） ③ 奉

100％出席例会

於：哉吉

仕（1 項目） ④ 若いリーダー（5 項目） ⑤ 公共イメ

第２グループ IM 於：鎌倉パークホテル

ージ（6 項目） ⑥ ロータリー賞（18 項目）で、現時点

（27 日（木）より例会変更）

で、2019-20 年度当クラブの目標登録 37 項目中 15

12:30 卓話

項目の目標達成となっております。内、特記すべき項目と

未定

して、❶ 目標クラブ会員数 50 名

→

団年次基金への寄付 7200 ドル

→

タリー作成の公式推進用資料の使用
財団ニコニコ：羽隅

＄10０

矢部（光）
、松井、菊池、稲垣
米山ニコニコ：菊池、大下

各＄１０

1,000 円

実施予定（プログラム委員会と調整）
ネットワーク行事
ーラム等で実施予定
の協力

→

→

進行中

❷ R財

進行中

❸ ロー

→

クラブ例会で

❹ 学友のための

4/30 当クラブ青少年奉仕フォ

❺ ロータリー以外のパートナーと

青少年育成事業等で検討中、となっておりま

す。本年度終了時には、全ての登録目標を達成して、ロー
タリー賞の受賞を目指します。ご協力のほどお願いします。

次期 RI 会長が 2020-21 年度会長テーマを発表
逗子支店に 11 月 7 日着任。1968
年生まれ 51 歳、長野県諏訪郡下諏訪
町生まれ。習い事は色々したが、唯一ス
キーはいまだに趣味として続けてい
る。家族は妻と娘一人。
大学では体育会系合気道部に入部、
4 年間続け合気道 2 段を取得。クラブ
で身についたものが就職活動や社会
に出てからも役立った。挨拶、上下関
係、組織運営など基本的なマナーなど。
就職は工学部出身ながら銀行が面白そうと考え、上京
してたまたま最初に口座を作った、転居が伴わない、とい
う理由で横浜銀行に決めた。
最初の配属は「横浜西口支店」
、一番大きな支店で当時
行員は 120 名。逗子支店は 35 名。
一通りの業務に関わり融資係も経験して 3 年 10 か月。
異動で、希望した藤沢中央支店ではなく「藤沢支店」に。
バブル崩壊で銀行の雲行きも怪しく、プライベートでは
結婚、子供の誕生、住宅の取得等、一家の大黒柱を意識し
た時期であった。
藤沢支店 3 年半の後、28 歳で三菱信託銀行に出向。
横浜銀行の看板を背負って孤軍奮闘。不動産、遺言業務中
心の仕事をした。横浜銀行に戻り通勤約 4 時間の「橋本
支店」に 5 年 10 か月。
開設する新羽支店の支店長（開設までは開設準備委員
長）を命ぜられ、オープンまでの 3 か月半、日中は周知
活動を行い、空いた時間は開店後に必要な備品の準備に
追われ、真夏でもあり大変苦労した。それから 10 年、
店舗統廃合が進む中、新羽支店がまだ残っているのが嬉
しい。その後、鵠沼支店、久里浜支店、上永谷支店と兼務
の野庭支店、現在の逗子支店と支店長は 6 店目である。
この 2 か月半、逗子にきてもう一年も経ったのではな
いかと思うくらい内容の濃い日々を過ごしている。
（担当：古畑）

ニコニコＢＯＸ本日合計

国際ロータリー会長エレクトであるホルガー・クナ
ーク氏（ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・
メルン・ロータリークラブ所属）が、1 月 20 日、サン
ディエゴ（米国カリフォルニア州）で開催中の国際協議
会で講演し、人生や地域社会を豊かにするためにロー
タリーが与える機会をとらえるよう呼びかけました。
クナーク会長エレクトは、次期地区ガバナーに向け
て 2020-21 年度会長テーマ「ロータリーは機会の扉
を開く」を発表。ロータリーとは、クラブに入会すると
いうだけでなく、
「無限の機会への招待」であるとクナ
ーク氏は述べました。(My Rotary より)

新会員入会

職業分類：園芸業
会員 47 名
1/23 現在
山田 AGE…次年度 AG の山田です。次
年度は、鎌倉 RC の久保田ガバナーにな
ります。第２グループ
の応援宜しくお願い致
します。→
↑中込 AG…I.M.と親睦ゴルフのご参
加、御協力を宜しくお願い致します。

￥５１,０００

中込 AG（鎌倉 RC）…本日は会長幹事会でお邪魔いたしまし
た。2/29I.M.3/6 ゴルフコンペ、宜しくお願い致します。
山田様 AGE（鎌倉中央 RC）…お邪魔します。次年度宜しく
お願いします。
横山様（鎌倉 RC 会長）林様（鎌倉 RC 幹事）…本日は宜し
くお願い致します。例会終了後の会長幹事までお世話に
なります。
金子様（鎌倉中央 RC 会長）…今年も宜しくお願い致します。
太田様（鎌倉大船 RC 会長）西村様（鎌倉大船 RC 幹事）…
お邪魔します。宜しくお願いします。
戸張様（葉山 RC 幹事）…お邪魔します！
古畑君…イニシエーションスピーチ緊張します。
大野君…羽隅様、ご入会おめでとうございます。古畑会員イ
ニシエーションスピーチ宜しくお願いします。
横山君…ご冥福をお祈りします。
山本（三）さん、匂坂君…第 2G 中込 AG 会長幹事の皆様よ
うこそ。

羽隅弘治氏

累計 ￥１,３３９,６４２

村田君…次は俺じゃない！！
船津君、山口君…今日もよろしく。
橘（武）君、菊池君…宝子山元会員のご冥福をお祈りします。
矢部（光）君…毛利武信名誉会員の「お別れの会」建築設
計に情熱と誠実さを、改めて偉大な建築家である事を
知り、逗子 RC の会員として誇りに思う。
矢部（房）君、山本（由）君、服部君、横瀬君…古畑様、
イニシエーションスピーチ宜しく。
臼井君…宝子山さん、お世話になりました。
村松君…宝子山さんなくなり、ショックです、寂しいです。
三宅君…宜しく！
桐田君…連日の酒席で少しくたびれでます。
清水（惠）さん…親しい方々が逝き、寂しい限りです。
稲垣君…古畑支店長のイニシエーションスピーチ楽しみ
です。
羽隅君…本日入会させて頂きました。宜しくお願いします。

