
        先週の例会（06/11）後、逗子 RC 事 

務所にて、松田 IT 委員長・横山幹事・松 

田事務局・大野とで、逗子 RC 会員 My 

 Rotary 100％登録作業を行いました。 

06/15時点で、93.48％の登録率となっ 

ております。My Rotary の登録情報（ID・

パスワード等）は、会員名簿と共に取り纏めいたします。

取り急ぎ、ご必要な会員は本年度・次年度 IT 委員長にご

連絡頂きますようお願いいたします。 

 本年度の会報 No.27（2020/01/30）時点での、My 

Rotary 内、Zushi ロータリークラブの目標設定・確認セ

ンターでは、2019-20 年度逗子 RC 目標登録 37 項目

中 15 項目の目標達成という状態でした。年度末という

ことで、この度、最終チェックを行いました。 

 最終例会（06/18）時点では、37 項目中 35 項目の

達成となりました。未達の項目は、RYLA（ロータリー青

少年指導者育成プログラム）への参加（※地区にて中止決

定事項）と、学友のためのネットワーク行事（※04/30

逗子 RC 青少年奉仕フォーラムで実施予定でしたが

COVID-19 にて中止）の 2 項目でした。 

 COVID-19 によるパンデミック宣言によって、達成が

難しいと思われた項目として、①目標クラブ会員数50名 

②ロータリー財団年次基金への寄付 とありましたが、

最終 6 月に例会が開催できたこと等で達成となりまし

た。 

 また、本年度実施の奉仕プロジェクトとして、①

2019/08/10 RD2780 IAC バーベキュー大会（at 

逗 子 開 成 中 学 校 高 等 学 校 海 洋 セ ン タ ー ） ②

2019/09/23〜09/27 キルギス共和国グローバル

補助金事業のための視察 ③2019/09/29 第 15 回

逗子 RC 杯 逗子海岸ビーチバレーボール大会  ④

2019/10/20 逗子市民まつり と計 4 回、COVID-

19 によるパンデミック宣言前での、足早にての実施であ

りました。 

 本コラム、例年では『会長の時間』でありましたが、

2019-20 年度は『会長の独り言』として、本日で 33 記

事＋臨時版 3 記事となり、36 記事で終了となります。 

 まさに、早足というか駆け足で走り過ぎた一年であり

ましたが、なんとか本年度最終例会を開催することがで

き、ホッとしております。 皆様、一年間ありがとうござ

いました。 
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予  定 

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 27９4 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 

物故者の報告・黙祷 

会長の時間 幹事報告：来信・告示事項 

新会員入会式 委員会報告 

誕生結婚記念日のお祝い 

出席報告 ニコニコ BOX 発表  

閉会宣言 S.A.A   

点鐘   大野会長 
13:00  引継ぎ式 

13:30  懇親会 
14:30   締めの挨拶 

出席報告：会員数 47 名(出席免除 3 名) 

出席者：29 名 64.44％   前回修正後 68.88％ 

 

 〈会長の独り言〉  大野 宏一会長  

1  2793回 例会記録 2020 年 6 月 11 日  

幹事報告 到着物：ロータリーの友 5・6 月合併号 

お知らせ：第２Gr の.I.M 中止の為、全額返金となりました。  

例会変更：鎌倉中央 RC…6 月中は休会。 

その他：新会員熊谷本気様、理事会承認された為、皆様に

お知らせを発送しております。 

委員会報告 村松雑誌委員長：今回のロータリーの友は 5

月 6 月合併号となりました。興味深いものを抜粋して

おります。ご一読下さい。 

松田親睦ゴルフ担当：24 日（水）親睦ゴルフを行います。

是非ご参加下さい。 

山口会員：軽い脳梗塞になりましたが、元気になりました。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019～2020年度 寄付状況 
 累計 目標 達成率 達成まで 

ニコニコ BOX ￥１,847,６４２ ￥２,０００,０００ ９２.３％ ￥１５２,３５８ 

財団寄付 ＄10,691 ＄９,２００ １１６.２% 達成！ 
米山寄付 ￥５４4,５００ ￥９２０,０００ ５９,18％ ￥３７５,５００ 

大野君…本日も引き続き下半期委員長発表宜しくお願い致
します。 

横山君…いよいよ次週最後になります。 
山本（三）さん…大野年度あと２回。宜しくお願い申し上げ

ます。 
村田君…コロナには勝るが低気圧に負ける。 
山口君…脳梗塞にかかりました。 
橘（武）君…３密が一番の得意は逗子クラブなのに。 
鈴木（安）君…ようやく少し開放ありがたや。 
山科君…梅雨入りのようです。 
矢部（房）君…今日久々に発言を致します。 
松井君…矢部光治さん、早く怪我が回復される事を祈りま

す。 
臼井君…コメントなし。 
三宅君…よろしく！ 
桐田君…いよいよ残り 2 週、頑張ります。 

 

村松君…暑くなりました。健康に気をつけましょう。 

山本（由）君…下半期報告宜しくお願いします。 
服部君…大雨ですね。 
桐ケ谷君…消防署防護服、時計塔にご寄付を頂きありがと

うございました。 
松田君…3 年ぶりのレーシングカート。復帰レースで優

勝！！ 
清水（惠）さん…あと例会 2 回です。 
徳永君…コロナ対策頑張ってます。 
森澤君…いよいよ梅雨入りですね。 
畠中君…皆様、お久しぶりです。 
大下君…あと 2 回、大野会長ご苦労様でした。 
稲垣君…梅雨入りですね～いやですねー。 
羽隅君…コロナと熱中症ご用心！ 
古畑君…そろそろ梅雨入りですね。逗子には青い空が似合

います。 

 

国際奉仕・服部：前半は補助金を利用してキルギスに調査

に出た。新型コロナウィルスのキルギスの現況は、ロシ

アに準じて厳しい行動制限がある。 

青少年奉仕・松田：ハンガリーからのサボ.カタの受入れ、

高橋日南乃さんの留学について、カタのホームステイ

は、高橋日南乃さん、山科会員、臼井会員、松田事務局

それぞれのお宅にお願いしたが、新型コロナウィルス

の影響により地区の判断で親元に帰すことになり、3

月後半に二人とも無事自国に帰国した。来年の留学予

定は翌年に延期となった。 

青少年交換ホスト・横山：受入れて下さったホストファ

ミリーの皆様に感謝。 

インター・ローターアクト委員会・大野：ウィルスの影響

で一泊研修中止。IA 三年生、学友会の卒業セレモニー

も出来なかった。ローターアクトの規約が変わった。 

広報・石田：公共イメージ たくさんの人にロータリーを

理解してもらい増強につなげたい。 

会報編集・清水：今年度紙面のレイアウト変更。例会プロ

グラムを表示、卓話スペースを減らし、地区・クラブの

情報を毎号掲載。卓話記事担当の会員に感謝。 

IT・PR 松田：名簿作成は次年度にまわす。マイロータ

リーの登録 100％を目指す。本日事務所で登録作業を

行う。 

雑誌・村松：今年のロータリーの友は取材がしっかりなさ

れ、方向性もはっきりし読みやすく面白い。ゆっくり読

んで頂くと楽しい。 

写真映像・古畑：皆さんの記憶に残る 1 枚を写す。 

ロータリー研修・松田：2 回の研修会を開催。1 回は新

会員を対象とした。 

会員増強・退会防止・山本三津子：お別れもあったが増強

が出来つつある。情報提供をよろしく。 

ロータリー財団・米山奨学 松井：矢部光治会員には、寄

付が足りないとはっぱをかけられた。 

ロータリー財団・三宅：本日 21 万円余の寄付をさせて

いただいた。目標達成。 

米山奨学・矢部房男：現在目標まで 58％程度の達成。あ

と 1 回の例会に寄付をよろしく。 

プログラム・徳永：後半に、遺伝子・癌検査・コロナウイ

ルスに関する事など卓話の企画が色々あった。次年度

に機会があればよろしくお願いしたい。（担当：清水惠） 

 

ニコニコ BOX 本日合計 

70,000 円 

財団ニコニコ：  三宅            ＄2,000 

        松井        ＄20 

        桐ケ谷       ＄10 

米山ニコニコ： 松井 桐ケ谷    各 1,000 円               

大下        1,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月９日（火）逗子市へ防護服とフェイスシールド、ゴー

グル、そして駅前時計塔の修理費用の一部をご寄付致し

ました。 


