
        今月初めに、ロータリー財団よりメッ 

セージを頂きました。『すべてのロータリ 

アンが毎年寄付を行えば、課題がどんな 

に大きくても、変化を生み出すことがで 

きます。ご寄付は、疾病との闘い、平和の 

促進、水と衛生、母子の健康、教育の支援、

地元経済の発展、災害救援などの活動に生かされます』と

ありました。 

 ロータリー財団への寄付種類として、① 年次基金（シ

ェア）→ ロータリー年度末ごとに、国際財団活動資金

（ＷＦ）と地区財団活動資金（ＤＤＦ）に分割 ② ポリ

オ根絶 → すべての子供に予防接種を行うために生か

される（本年度この寄付は、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団

から２倍の上乗せ対象） ③ 年次基金（ＷＦ）→ ＷＦ

への直接寄付。特に緊要なニーズがある分野で利用され

る。 ④ 災害救援基金 → ロータリー災害救援補助

金として、世界中のクラブや地区により活用される（新型

コロナウィルス関連のプロジェクトを含む）と色々あり

まして、各クラブ、及び、My Rotary よりそれぞれ寄付

可能です（My Rotary からはクレジットカード支払対

応）。 

 また、日本全国のロータリアンの寄付金を財源として、

奨学金を支給し支援する、ロータリー米山記念奨学会へ

の寄付。こちらは、将来この奨学金を利用した留学生の母

国と日本との懸け橋となって、国際社会で活躍する優秀

な留学生を奨学することを目的としています。ロータリ

ー財団やロータリー米山記念奨学会を通じて寄付を行う

事によって、幅広い分野への寄付金活用が可能です。 

 グローバル ⇔ ローカル、及び、サスティナブル（持

続可能性）な視点から、各会員が良くお考えになって寄付

を行って頂ければと思います。 
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予  定 

6 月 18 日(木) 12:30 最終例会 引継ぎ式於：リビエラ 

6 月 25 日(木) 休会 

7 月 2 日(木) 
12:30 役員就任挨拶・クラブ奉仕委 

員会各委員長年度方針発表 

7 月 9 日(木) 
12:30 奉仕プ・広報・会員増強退会防

止・R 財団米山各委員会年度方針発表 

7 月 16 日(木) 未定 

7 月 23 日（木） 祝日 休会 

第 27９3 回 例会プログラム 

12:30  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・会員増強退会防止・ 

R 財団米山各委員会  下半期報告  

13:30  閉会宣言 S.A.A   

点鐘   大野会長 

 

出席報告：会員数 47 名(出席免除 3 名) 

出席者：46 名 68.88％   前回修正後 100％ 

 〈会長の独り言〉  大野 宏一会長  

財団ニコニコ：  大下            ＄10 

米山ニコニコ： 清水（惠）     20,000 円               

大下        1,000 円 

1  2792回 例会記録 2020 年 6 月 4 日  

幹事報告 到着物：ガバナー月信 5 月号・地区大会報告書 

6 月ロータリーレート：＄１=108 円 

開催案内：・6/23(火)17:00～ 

第２グループ会長会（現・次年度） 於：北鎌倉 幻蕫庵  

例会変更：鎌倉 RC6/2(火)休会、以降は通常例会 

その他：・社会福祉協議会より会報「さくら貝」が到着。 

委員会報告 森澤次年度幹事・親睦委員長： 地区協議会の

オンライン受講をしてくださる対象者の皆様、宜しく

お願い致します。18 日は、最終例会をリビエラで行

います。皆様のご出席をお願い致します。 

松田 IT 委員長：マイロータリー登録のアンケートをお願

いしておりましたが、皆様ご提出お願い致します。 

 

 

 

 

ニコニコ BOX 本日合計 

236,000 円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019～2020年度 寄付状況 
 累計 目標 達成率 達成まで 

ニコニコ BOX ￥１,777,６４２ ￥２,０００,０００ ８８.８％ ￥２２２,３５８ 

財団寄付 ＄８,６６１ ＄９,２００ ９４.１４% ＄５３９ 
米山寄付 ￥５４２,５００ ￥９２０,０００ ５８.９６％ ￥３７７,５００ 

大野君…皆様お久しぶりでございます。年度最終月に例会で
きてよかったです。 

横山君…久しぶり。 
山本（三）さん…平常心。 
矢島君、山科君、匂坂君、横瀬君…お久しぶりです。 
鈴木（久）君…皆様にあえてうれしいです。 
村田君…生きてます。橘（武）君…外出自粛で金が貯まると

思ったが甘かった。動かなくてもあるものは出るもの
だ。 

山口君…体調良し!! 
鈴木（安）君、森澤君…お久しぶり。皆様お元気でしたか。 
矢部（房）君…次男夫婦に男の子誕生（4 月 2 日９．私にと

っての初孫です。 
松井君…お久しぶりです。いつまで続くのコロナ生活？ 
臼井君…安部のマスクと 10 万円申請書 3 日前に来ました。 
三宅君…こんにちは。宜しくお願いします。 

 

石田君…3 か月ぶりの例会良いですね。 
桐田君…マスク生活で化粧、髭、そのままで手つかずです。 
菊池君…例会再開おめでとうございます。 
村松君…自粛自粛の 3 か月でした。今後も同じかな？ 
山本（由）君、古畑君…3 か月振りの例会です。皆様お元

気そうで安心しました。 
服部君…復活ですね。頑張りましょう！ 
岡本君…6 月、目一杯楽しみましょう。 
松田君…コロナに負けるな!! 
清水（惠）さん…皆様お元気そうで何よりです!! 
鈴木（弘）君…例会再開バンザイ!! 
大下君…在宅勤務朝昼夕と 10 時 15 時のおやつで 5ｋg

太りました。 
稲垣君…ロータリーやっと始まりましたネ！ 

羽隅君…ライフスタイル、ビジネススタイル模索中。 

【大野会長】 
 14 回の例会が休会になり、残り 1 か月の例会ができ
て、ほっとしております。IM、第 2 グループゴルフコン
ペ、インターアクト 1 泊研修、葉山 RC との合同例会も
中止、PETS 地区研修協議会がオンライン開催になりま
した。卓話をお願いしていた、たる出版（株）の高山氏
「お酒よもやま話」、（株）イカリヤ「尿からマイクロ
RNA」、がん検査犬「DOGLABO」等のプログラムが残
念ながら中止になりました。国際奉仕、社会奉仕、会員
増強退会防止フォーラムは順調に終わりましたが、「青
少年フォーラム ゲスト・次年度地区ローターアクト代
表遠藤君」が中止になりました。残念です。 
【横山幹事】 
 例会が開催できなくて大変でしたが、最後に 6 月合同
理事会と例会ができてよかったです。 
【桐田クラブ奉仕委員長担当理事】 
 今年度森沢親睦委員長、ニコニコ大下委員長、古畑出
席委員長の順で発表よろしくお願いします。 
【森澤親睦活動委員長】 
 忘年会、新年会ともに開催できました。親睦委員会の
最終例会は、リビエラで開催します。昼の 12:30 から、
会員のみで行います。よろしくお願いします。以上です。 
【大下ニコニコ委員長】 
 会員の皆様に面白おかしく書いて頂き、それをアレン
ジして発表しました。オークション大会を開催し、何人
かの方に、また開催してくれとの話もありました。 
【古畑出席委員長】 
 11 月より、後半は私が発表しました。最低 60％出席
を、これからも維持していきたいと思います。 
【山本美津子副会長】 
 会長を補佐する立場ですが、何とかやり切ることがで
きました。老壮青の会員の皆様が楽しく例会に出席でき
るように考えました。大野会長お疲れ様でした。 
【岡本会計】 
 3 か月も例会が休会だった為、食事代などが 110 万
円浮きました。IM が中止になり、30 万円が戻ってきま
した。本会計の方で、60 万円をニコニコに移しました。 
 

【三宅譲会場監督】 
 例会中、会員の私語が多かったが、和気あいあい
で、いい例会ができたと思っております。今後とも
よろしくお願いいたします。 
【匂坂会長エレクト】 
 PETS もオンラインで開催となり、4 時間参加と
大変でした。次年度ガバナーの久保田さんに、オン
ラインで 1 人ひとりが意見を述べるところもありま
した。直接ガバナーにお会いできないのが残念でし
た。まだ 7 月からスタートできるか少し不安もあり
ますが、頑張りたいと思っております。 
【山本由夫直前会長】 
 大野会長をサポートする立場ですが、私よりてき
ぱきと会長職をこなし、逆に大変勉強になりました。 
 大野会長、1 年間お疲れさまでございました。 

 
6 月理事会報告 

・6 月第 3 第４例会について…第３例会はリビエラ
にて最終例会とし、会員のみで昼間に行う。特別
会費無し、アトラクション無し。第４例会は無
し、25 日（木）は「クラブ協議会」とする。 

                  →承認 
・予算報告、決算予想        →承認 
・市内の逗子 RC 看板老築化対策について…6 か所
について、費用 35 万円をかけて修復する事とす
る。内 10 万円は駅前時計台の修復費として市役
所へ寄付とする。         →承認 

・緊急地区補助金申請について…本件は申請を中止
とした              →承認 

・新型コロナウイルス関連の寄付金について…クラ
ブより防護服 30 万円分を逗子市に寄付をする。 

                  →承認 
・次年度について…6 月 25 日 12 時 30 分よりカ
ンティーナにてクラブ協議会を開催し、そこで詳
細を決定する。          →承認 

・新会員について…2 名（松本さん、川上さん）、あ
と 1 名予定。           →承認 

・退会会員について…矢部光治会員、病気により、
6 月末で退会。          →決定 


