第２７９１回例会 逗子ロータリークラブ

ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ
2019-20 年度 №30 2020 年 2 月 20 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/

2790 回 例会記録 2020 年 2 月 13 日
第 27９１回

例会プログラム
出席報告：会員数 4６名(出席免除 3 名)

（１００％出席例会）
18:00

開会宣言

三宅 S.A.A

出席者：31 名

68.88％

前回修正後 71.11％

点鐘

大野会長

メークアップ：地区委員会、IM 実行委員会

ロータリーソング斉唱
幹事報告

ゲスト・ビジターの紹介

開催案内：・3/10（火）PETS 開催

会長の時間
幹事報告

到着物：ガバナー月信 2 月号
9:30～登録

来信・告示事項

委員会報告：誕生日・結婚記念日祝

終了

・4/14（火）第５５回神奈川ロータリアン親睦テニス
９:３０～

出席報告

於：湘南ローンテニスクラブ

その他：・インターアクト一泊研修の回覧を回します。皆

ニコニコ BOX 発表

様是非、ご出席お願い致します。

（例会開催中）
22:00

19:40

於：藤沢商工会館ミナパーク３階、５階、６階

・来週の１００％出席例会は名簿作成の為の写真撮影が

閉会宣言

S.A.A

ある為、５５周年事業の時に作ったネクタイを

点鐘

大野会長

着用して下さい。

〈会長の独り言〉
予
2 月 20 日(木)
2 月 29 日(土)

18:00

定
100％出席例会

定款・細則および標準ロータリークラブ定

於：哉吉

第２グループ IM 於：鎌倉パークホテル

款に拘束されており、これらを変更できる

（27 日（木）より例会変更）

のは規定審議会のみであることが定められ

12:30 卓話

未定

3 月 12 日(木)

12:30 卓話

未定

ています。よくロータリーの三大義務とし
て①会費支払②例会出席③機関紙購読、と聞きます。これ
は 国際ロータリーの義務 ロータリークラブの義務 ロー

18:30 卓話

3 月 26 日(木)

宏一会長

私たちロータリアンは、国際ロータリーの

3 月 5 日(木)

3 月 19 日(木)

大野

高山惠太郎氏
（たる出版㈱社長）
「お酒よもやま話」
12:30

卓話

タリアンの義務、と数ある義務の中の、 ロータリアンの義
務の中の三項目に当たるようです。
100％出席例会を今年度も企画いたしました。本来の例
会出席義務を再確認する機会を設け、例会時間の延長・例

未定

会会場の変更することによって、従来よりも、より出席し
やすく、会員同士の交流を、より取りやすいように配慮い

財団ニコニコ： 矢部（光）、鈴木（安）、横瀬、森澤
各＄１０

たしました。
年度を通して、クラブ定例会への出席が難しい場合は、近
隣（ご自宅・職場からの）クラブへのメーキャップや、WEB
にて全国の E クラブを通じてのメーキャップなど、プラス

米山ニコニコ：船津、鈴木（安）

各 1,000 円

思考で他クラブ会員との交流をとるチャンスだと考えて、
メーキャップを有効活用いたしましょう！

【2780 地区】 2/15（土）第 9 回インターアクト委員会
アクターズミーティング 於：第一相澤ビル６階

1.世界でよいことをしよう
【ロータリーの 6 つの重点分野を紹介】
①きれいな水の提供

..

今回のアクターズミー
ティングの発表は湘南

【ペルーの

学園と北鎌倉女子学

5,000 世帯にきれいな水を提供

園、そして、12 月に行

する R 財団の活動】

われた台湾研修 DVD

②平和の推進 【R 財団の奨学金で

発表会でした。

研修を受けた平和構築家の活躍

（鈴木弘毅

を紹介】
③教育の支援

記）

【ハリケーンで被災したニューオーリン

ズの学校を支援する R 財団の活動】
④疾病と闘う

【ウガンダの孤児に医療を提供する R 財

団のプロジェクト】
➄母子の命を救う
【ハイチの僻村で妊婦
のための保健医療を
支援する R 財団の活
動】
⑥地域経済の発展

【交換留学生便り】

【インドの貧しい女性
の自立や労働条件改善に取り組む R 財団の活動】
(逗子クラブが R 財団の補助金で計画している
キルギスへの援助は、➄と⑥が該当する)

ハンガリーからの
交換留学生 KATA が

2.地元でロータリーを推進するために活用する

逗子に来て 5 か月が

「世界を変える行動人」としてのロータリアンを写した

経ちます。日本の文化

ビデオ「可能性を現実に」の原稿を紹介。原稿の最後にク

にも慣れて来たようです。

ラブ情報を挿入して使える。
逗子クラブ、他のクラブのホームページも閲覧・利用
すると良い。RI のホームページ My ROTARY の登録は
IT 委員会（松田会員・石田会員）まで問合せを。

2 月 9 日には東京タワーの

(担当：清水惠)

ニコニコＢＯＸ本日合計

頂上まで見学に行きました。
東京の美しい夜景をいつま
でも感動して見ていました。

￥５１,０００

大野君…首が痛いですが、本日も宜しくお願いします。
横山君…卓話、今日よろしく。生まれて初めて関サバ、関
アジ食べました。桐田さん、わかりますよね？
船津君…よろしく。
矢部
（光）君…ロータリーの創始者ポールハリスは 1868
年に生まれ、1947 年 1 月 27 日７９歳の生涯を終
わっています。合掌。
橘（武）君…暗いニュースの中、チャーター便での１７８
名が全員、陰性で帰宅は明るいニュースだ。
山口君…先週木曜日より１週間ロス、ラスベガス、グラ
ンドキャニオンに旅行して来ました。
鈴木（安）君…明日から暖かくなる。
湊屋君…会長幹事卓話よろしく。
矢部（房）君…ネクタイ着用を忘れました。
臼井君…眼鏡かけマスクして出かける春の I.M.
松井君…花粉症で苦しんでいます。
三宅君…会長・幹事ガンバレ！

累計 ￥１,４８３,６４２

石田君…大野会長、横山幹事頑張れ！！
村松君…暖かい日です。ウィルスの流行大変です。
桐田君…山スキーに行って来ました。太ももがパンパン
です。
山本（由）君…新型肺炎コロナウィルスズシに来ない
で！！お願いします。
匂坂君…明日、５０歳になります。
松田君…宜しくお願い致します。
清水（惠）さん…大野会長お身体を大切に！！
徳永君…中学受験がやっと終わりました。
森澤君…気温の変動が大きいです。気をつけましょう。
横瀬君、稲垣君…会長、幹事卓話宜しく。
畠中君…朝すごい雨でしたね。
大下君…新型コロナウィルス話題一色。
古畑君…すっかり陽気は春ですね。このまま続くといい
ですね。
羽隅君…天候不順の中、体調管理を万全に。

