第２７９６回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №2 2020 年 7 月 9 日
例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15
例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
会長：匂坂祐二

幹事：森澤義一

第 27９6 回
12:30

開会宣言

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

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

例会プログラム

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

匂坂会長の時間

S.A.A

長い歴史と伝統を誇る、逗子ロータリークラブ
第 60 代会長を務めさせて頂くことになりまし
た。ロータリーの経験、知識においても未熟な私
ロータリーソング斉唱
ではありますが、会員皆様のご指導とご協力を頂
ゲスト・ビジターの紹介
き、この責務を 1 年間、誠心誠意努めて参ります。
会長の時間
新型コロナウイルス感染症の影響によって、昨年
幹事報告 来信・告示事項
度後半は活動が休止なりましたが、大野会長のご
委員会報告
尽力により、会員４９名でスタートできます。コロナウイルス感
出席報告
染症の影響から、ご自身、そして地域を感染拡大から守るため、
今後はそれぞれの日常生活において、ご自身の生活に合った「新
ニコニコ BOX 発表
しい生活様式」の実践をしなければなりません。そんな状況下で
13:00 卓話・プログラム
はありますが、今年度できる限りの奉仕・親睦活動、そして会員
奉仕プ・広報・会員増強退会防止・R 財団
増強に取り組んでいきます。逗子ロータリークラブは、６０年の
米山各委員会年度方針発表
歴史と伝統の中で、チャーターメンバーの皆様を始め諸先輩が、
閉会宣言 S.A.A
本当にみんながクラブを大切にする良き仲間意識を培って来ら
13:30 点鐘
匂坂会長
れました。この良き伝統を土台に逗子ロータリークラブの活動が
より楽しく実り多きものになっていきますように、そして次年度
創立６０周年にしっかり襷を繋げていきますので、会員諸兄のご
予
定
指導とご協力を宜しくお願い申し上げます。
12:30 奉仕プ・広報・会員増強退会防
本年度のホルガー・クナークＲＩ会長のテーマは、
「ロータリー
7 月 9 日(木)
止・R 財団米山各委員会年度方針発表
は機会の扉を開く」です。ＲＩ会長は、2020 年国際協議会の講
演で「奉仕の行いは、その大小にかかわらず、助けを必要とする
18:30 卓話 桐ケ谷市長
7 月 16 日(木)
人たちのために機会を生みだすものであり、会員自身にも受益者
新会員研修・歓迎会
の人生を豊かにする」と語っています。そして、2780 地区方針
7 月 23 日(木) 祝日 休会
は「ＴＯＧＥＴＨＥＲ～＋もっと自由に」です。仲間が集い
(together)、同じ目標に向けて協力し進むことで、一人では成し
18:00 会員増強・退会防止フォーラム
7 月 30 日
（木）
遂げれないことを可能にします。逗子ロータリークラブとして、
（担当 松井会員）
地区目標をクラブ運営の基本方針の重要なひとつの行動指針と
12:30 卓話 イニシエーションスピーチ
8 月 6 日（木）
して捉え、活動してまいります。
（予定）
1．楽しい例会（卓話等）づくりを通して、出席率向上を目指す。
2．親睦活動を通じて、会員相互の親睦を図る。
2795 回 例会記録 2020 年 7 月 2 日
3．職業、社会、国際、青少年等の奉仕活動の充実を図る。
4．ＩＴツール等を有効活用し、クラブ内外に向けてロータリー
出席報告：会員数 49 名（出席免除 3 名）
活動を発信し、公共イメージの向上を図る。
5．会員増強・退会防止に力を注ぎ、会員数 50 名規模のクラブ
出席者：31 名 65.95％ 前回修正後 79.59％
を維持させる。5 名の増
メークアップ：委員会
6．ロータリー財団及び米山記念奨学会への目標寄付額の達成。
7．創立 60 周年記念事業に向けての検討
幹事報告 到着物：・2018-19 財団寄付クラブ及びポ
8．クラブの戦略（中長期）ビジョン策定の検討

点鐘

匂坂会長

リオ寄付クラブへ表彰と礼状
・青少年交換留学生サボー・カタの受け入れ感謝状
7 月ロータリーレート：＄１=107 円
その他：・来年開催の台湾国際退会受付が WEB 上で開始
・クールビズは 9 月 30 日までといたします。

昭和 18 年４月１日横須賀市に強制合併
昭和 25 年７月１日住民の総意により、横須賀市から分離独
立、逗子町となる。その後、29 年４月 15 日市制施行、逗子
町が逗子市となる。横須賀市から分離独立 70 周年

【退会のお知らせ】
匂坂会長：楽しい例会・親睦活
動を大切に・奉仕活動の充実
・公共イメージの向上・会員
5 名増強・R 財団及び米山寄
付の目標達成・60 周年に向
けての準備・長期戦略の指針
の策定、を目指します。
大野直前会長：前年度米山寄付
匂坂会長
森澤幹事
の目標未達成が心残り。今年 一年間よろしくお願いします
は実りある事業を行っていきたい。
服部会長エレクト：まだ一年あるという意識。コロナ、
アメリカの大統領、キルギス等、ドキドキワクワクの
一年間になりそう。匂坂会長にしっかりと学びます。
村松副会長：匂坂会長が逗子市議会副議長なので、例会
出席不可の場合は山本由副会長と共にしっかりとフ
ォローします。
山本由夫副会長：楽しい例会にしたい、という匂坂会長
のお役に立ちたい。
松井 S.A.A：初めての役職です。なごやかで楽しく、マ
ナーを守り、私語を慎む例会を目指します。
岡本会計：適正な会計処理に努めます。一般会計では、
匂坂年度に 16８万円が繰り越されました。地区資金
が半額となったので、R 財団寄付にまわします。
森澤幹事：コロナ過で例年通りの運営が難しい中、会員
親睦を中心に、楽しいクラブ運営に励みます。
三宅クラブ奉仕担当理事・親睦活動委員長：親睦活動で
楽しくやりたいところです。出席が一番、皆様には休
まないようお願いして、盛り上げていきたい。
山科プログラム委員長：コロナで卓話などのプログラム
が難しい。7 月・8 月は新会員のスピーチを行いたい。
大下ニコニコ委員長：声を出して盛り上げるので皆さん
からのニコニコに期待します。目標は 200 万円。
古畑出席委員長：微力ながら皆さんに出席いただけるよ
う努力します。
岡本 R 財団委員長：今年の寄付はクラブからの拠出で達
成できる。事業として財団奨学生のオンライン卓話な
ど、やってみたい。
服部国際奉仕委員長：キルギスに対するグローバル補助
金については、ウェブなどで連絡を取って着々と進め
たい。

ニコニコＢＯＸ本日合計

福嶋

1976 年 8 月 11 日入会
RC 歴 43 年
体調不良の為、2020 年 6 月末日
をもって退会されました。

表彰
ポールハリスフェロー+5

湊屋会員

ポールハリスフェロー+２

桐田会員

ポールハリスフェロー

匂坂会員

6/25 逗子市役所にて
逗子 RC 有志の皆様から
コロナ対策基金へのご寄付
桐ケ谷市長より、写真と礼
状が届きました。

～7 月理事会報告～
・2019-20 年度決算、2020-21 年度予算

承認

・2019-20 年度最終例会報告

承認

・納涼親睦会について…8/20 開催同伴例会、BQQ
継続審議
・組織表・プログラム・申し合わせ事項について…
会員慶弔について入院の日数を 3 日に変更。承認
・その他：①落語会開催につき後援をする事

承認

②月信はペーパーレス化となりメールにて配信、
数名は現物配布とする。

承認

③福嶋会員 6 月末で体調不良の為、退会。
財団ニコニコ

： 稲垣

米山ニコニコ

承認

＄２０

松井、菊池、大下
：大野 20,000 円

各＄10
匂坂

15,000 円

山本（由） 10,000 円
松井、菊池、森澤

￥７４,０００

匂坂君…皆様一年間御協力宜しくお願い致します。
森澤君…匂坂年度が始まります。一年間宜しくお願い致します。
村松君、山本（由）君…匂坂年度スタート宜しくお願いします。
鈴木（久）君、桐ケ谷君…匂坂丸の出航を祝して。
山口君、徳永君…一年間よろしくお願いします。
橘（武）君…川上さんお帰りなさい。また分かりやすい日本経
済のお話をお願いします。
山科君…コロナ特別寄付ありがとうございます。
矢部（房）君…匂坂会長年度スタートです。コロナウイルス注
意しましょう。
松井君…匂坂年度のスタートを祝して！森澤幹事も頑張って下
さい。
臼井君…匂坂会長年度のスタートを祝して。
三宅君…匂坂会長、ガンバッテ。
桐田君…いよいよ匂坂年度のスタート、奉仕プロジェクト担当
します。宜しくお願いします。

謙之輔会員

各 1,000 円

累計 ￥７４,０００

菊池君、大野君、岡本君、松田君…匂坂会長、森澤幹事、一年
間宜しくお願いします。
服部君…匂坂丸がんばれ！
矢島君…匂坂さん一年間宜しくお願いします。
清水（惠）さん…匂坂年度、がんばって！！
横山君…息子とゴルフ場 2 人だけ貸切でプレーしました。
大下君…匂坂さん宜しくお願いします。もう夏ですね、暑いで
す。
稲垣君…匂坂年度スタートおめでとうございます。
古畑君…すっかり夏ですね。今日の海はきれいです。
羽隅君…コロナ第２次来ませんように！感染防止頑張りまし
ょう。
川上君…新年度スタートを祝します！
松本君…前回からのお仲間に入れて頂きました。今後とも宜し
くお願いします。

