第２７９７回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №3 2020 年 7 月 16 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 27９７回
18:30

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

開会宣言
点鐘

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

2796 回 例会記録 2020 年 7 月 9 日

ロータリーソング斉唱

出席者：26 名

ゲスト・ビジターの紹介

メークアップ：特になし

来信・告示事項

委員会報告：誕生日・結婚記念日祝
出席報告
ニコニコ BOX 発表
卓話・プログラム
桐ケ谷市長
19:30

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

出席報告：会員数 49 名（出席免除 3 名）

匂坂会長

幹事報告

閉会宣言
点鐘

「市政放談」
S.A.A

匂坂会長

予
7 月 16 日(木)
7 月 23 日(木)
7 月 30 日(木)
8 月 6 日(木)

TEL＆FAX：046-873-0226

S.A.A

会長の時間

19:00

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

18:30

定
卓話 桐ケ谷市長

祝日 休会
会員増強・退会防止フォーラム
（担当 松井会員）
18:00

卓話

前回修正後

65.95％

幹事報告 開催案内：10/3(土)東京市ヶ谷日本棋院本院
10:00～ 第 19 階ロータリー全国囲碁大会
ホストクラブは東京 RC
その他：・神奈川新聞に、コロナ対策基金への寄付の件が
記事として載りました。
・組織表をお配りしておりますので受付にてお受
け取り願います。
委員会報告 松井会員増強・退会防止委員長：来週例会後
に新会員歓迎会を行います。場所はそのままカ
ンティーナにて。皆様の参加をお願い致します。

匂坂会長の時間

新会員研修・歓迎会

12:30

52.0％

イニシエーションスピーチ
（予定）

8 月 13 日(木)

休会

8 月 20 日(木)

家族同伴納涼会)

財団ニコニコ

： 矢部（房）

＄１０

米山ニコニコ

： 山本（由）

10,000 円

松井、矢部（房）
、森澤

各 1,000 円

停滞する梅雨前線の影響で７月４日未明
から朝にかけて、熊本県南部、球磨川の流域
を中心に大雨となり、各地で洪水・土砂災害
などが発生し、人吉市では、過去最大級の水
害となりました。7 日から 8 日にかけて九
州北部、岐阜県などでも河川の氾濫等、甚大
な被害となりました。九州豪雨で死者は 57 人、心肺停止
の人が 4 人、行方不明者は 16 人になりました。わたし
たちの地域では、大きな河川はありませんが、土砂災害が
懸念されていますので、台風シーズンの秋までは、豪雨災
害が心配でなりません。また、新型コロナウイルス感染症
も特に東京で感染者が連日、１００人を超えている状況で
す。新型コロナウイルスのリスクを避けながら私たちはど
う行動すればよいのか。その指針の１つと注目されるの
が、ビッグデータを活用した「感染予報マップ」があるよ
うです。感染予報マップ開発を進める慶応大学、宮田教授
がＬＩＮＥを使い、発熱者の広がりなど、私たちの健康デ
ータを収集、どの地域で流行リスクが高まっているかをリ
アルタイムで発見し、私たちに安全な行動を促す、いわば
新型コロナの「天気予報」みたいなものです。第２波が起
こらないことを祈るばかりです。本日は、先週に引き続き、
各委員会の事業計画の発表です。担当理事、委員長の皆さ
ん、宜しくお願い致します。

地区青少年奉仕委員会関連

「楽しい例会」を
支える各委員長

報告

07/04

第１回青少年交換委員会

07/05

第１回ローターアクト会長・幹事会

07/05

RIJYEM

第５回全国青少年交換委員長・

全国危機管理委員長合同会議

7 月９日の第２例会は、前週に続き、匂坂新会長のテ

07/07

拡大委員長会議

ーマ「楽しい例会」に協力する各委員長が、抱負を述

07/11

第１回インター・ローターアクト委員会

べた。
COVID-19 での遅れを取り返すといわんばかり

奉仕プロジェクト委員会

桐田 吉彦 担当理事

に、新年度地区青少年奉仕関連委員会が始動しまし
た。

職業奉仕委員会

横瀬 元治 委員長

07/05 の RIJYEM の zoom 会議は 160 名程度
参加、当クラブ石田会員も担当部門の発表者として

社会奉仕委員会

矢部 房男 委員長

国際奉仕委員会

服部 城太郎 委員長

青少年奉仕委員会

横山 健 副委員長

ご活躍。
07/07 の地区拡大委員長会議には三宅会員・大
野が出席で、今年度地区委員会方針を発表。
07/11 の今年度、委員長として担当する地区イ
ンター・ローターアクト委員会では、COVID-19 の

広報委員会

石田 隆 担当理事

会報編集委員会

清水 惠子 委員長

ＩＴ．ＰＲ委員会

大野 宏一 委員長

雑誌委員会

村松 邦彦 委員長

写真・映像委員会

古畑 優 委員長

会員増強・退会防止委員会

菊池 尚 担当理事

ロータリー研修委員会

菊池 尚 委員長

会員増強・退会防止委員会

松井 一郎 委員長

ロータリー財団委員会

岡本 久 委員長

米山奨学委員会

山本 由夫 委員長
担当：橘

ニコニコＢＯＸ本日合計

状況に左右されずに、委員会・アクターズミィーテ
ィングを開催する手段として、zoom ミィーテング
を提案。インターアクト学友会・ローターアクター
新世代との協同、提唱クラブ・学校担当顧問先生の
ご協力を頂き、実現への道を探っていく方針でスタ
ートとなりました。

（大野）

7 月誕生日・結婚記念日のお祝い（敬称略）
本人：松井 一郎、矢島 浩、山本 由夫、
古畑 優、川上 敦、
熊谷 本気

武

￥３３,０００

匂坂君…九州の豪雨災害大変です。本日も宜しくお願い
致します。
森澤君…コロナ対策と熱中症、皆様お気を付け下さい。
村松君…大雨、各都市大変です。無事を祈ります。
山本（由）君…各委員長上半期報告宜しく。
橘（武）君…スズキ屋さん小坪のキャベツうにのお味は？
鈴木（安）君…コロナ第２波が来なけりゃいいが。
山口君…お世話になります。
山科君…ロータリーの寄付神奈川新聞に掲載されまし
た。
矢部（房）君…梅雨前線活発です。水難に注意しましょ
う。
松井君…SAA 大変です。遅刻しない様、気を付けます。
臼井君…今年、ハイランドの盆踊りは中止になりました。
三宅君…今日もよろしく。
菊池君…早く梅雨明けになって欲しい。

累計 ￥１０７,０００

桐田君…コロナでなく、風邪引いてます。今 36.7 度で
す。
大野君…本日も宜しくお願い致します。
横瀬君…大雨です。御見舞い申し上げます。
松田君…今年の雨はすごいですね。
清水（惠）さん…地球の力は底知れず、人は助け合うの
み。
横山君…息子と一緒に初ラウンドしました。息子なんと
113！親に似て才能あるかも？
大下君…コロナまた広がり心配です。
稲垣君…毎日、雨の日が続きますが、げんきで頑張りま
しょう。
古畑君…天気の悪いわりには、江の島がはっきり見えま
す。各地で発生している災害心配ですね。
羽隅君…天候の回復、梅雨明け、希望します。
松本君…早く皆様とお近づきになれるよう頑張ります。

