第２７９９回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №5 2020 年 8 月 27 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 27９9 回
12:30

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

S.A.A

匂坂会長

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：誕生日・結婚記念日祝
出席報告
ニコニコ BOX 発表
13:00

卓話・プログラム
会員増強・退会防止ミニフォーラム
松井委員長

13:30

閉会宣言
点鐘

S.A.A

匂坂会長

予
８月２７日(木)
９月３日(木)
９月 10 日(木)

9 月 1７日(木)

９月 24 日(木)

12:30

事務所：逗子市桜山 6-3-29

匂坂会長の時間

会員増強・退会防止

先週の例会・フォーラムについては、急遽、

ミニフォーラム（松井委員長）
12:30 卓話

休会してしまい、申し訳ありませんでした。

新しい例会へ試み

カンティーナにてコロナウイルスを発症し

ZOOM 研修会
12:30 卓話

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

幹事報告 到着物：ロータリーの友 8 月号、
８月ロータリーレート：＄１=１０５円
開催案内：・8/7(金)１２:３０～ 会長幹事会 大巧寺
・8/8(土)１３:３０～第 2 回インター・ローターアクト委員会
於：第一相澤ビル８F
・8/22(土)15:00～米山奨学セミナー・カウンセラー研修会
於：ミナパーク６F
・9/5(土)14:00～17:00 青少年交換留学帰国報告会
於：アイクロス湘南６F
その他：・2021-22 年度 2780 地区奨学金募集は中止
・豪雨により北九州被害地への義援金協力依頼が地区よ
り届いております。1 人 1000 円目安でお願いしま
す。募金箱回します。
委員会報告 村松雑誌委員長：今月のロータリーの友も
興味深い記事をピックアップしました。是非ご
一読願います。

定

卓話

TEL＆FAX：046-873-0226

第 5 木曜日 18:00

たお客様が食事をした可能性があるとご連

新世代からの報告

絡申し上げました。その後、カンティーナに

（BS/GS/JC）

時間未定
卓話 イニシエーションスピーチ
川上会員
12:30 卓話 髙山惠太郎氏（たる出版株
式会社 社長/代表者）
内容「お酒よもやま話」

おいては鎌倉保健所に連絡の上、指示をあおいでおりまし
たが営業について制限の指示もなく、体調不良を訴える従
業員の方もいないとのことでしたので、本日の例会を通常
通り行うことと致しました。残念な報告があります。山本
三津子会員が７月末日で退会することになりました。今月
は、会員増強の推進月間です。本年度の会員増強の目標と
しては、最低でも純増２名、５名の増強を目指していきた

2798 回 例会記録 2020 年 8 月 6 日

いと思っていますので、会員皆様のご協力をお願い致しま
す。
「ロータリークラブって何ですか?」という質問に皆様

出席報告：会員数 48 名（出席免除 3 名）

はどのように答えますか?国際ロータリーでは、
「ロータリ

出席者：23 名 51.1％

ーは人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道

前回修正後

65.3％

メークアップ：地区委員会、新会員研修セミナー

徳的な水準を守ることを奨励し、かつ世界における親善と
平和の確立に寄与することを目指した、事業及び専門職務

財団ニコニコ ： 矢部（房）
、菊池
米山ニコニコ

： 山本（由）
矢部（房）
、菊池

各＄１０
5,000 円
各 1,000 円

の携わる指導者が世界的に結びあった団体である。」と定
義しております。会員増強にあたっては、ロータリーの楽
しさを伝え、お誘いしていきましょう。本日は、羽隅会員、
松本会員のイニシエーションスピーチです。宜しくお願い
致します。

【表彰】
ポールハリスフェロー3 回
羽隅弘治会員
【経歴など】
1940 年（昭 15）広島に生まれまし
た。3 歳の時に母の故郷である逗子に疎
開し、以後逗子小、逗子中、横須賀高校、
横浜市立大学と進み逗子で育ちました。
1964 年一歳下の奥様と結婚し、現在は
9 人の孫に恵まれています。スポーツの趣
味として バドミントンに励んでいます。バドミントンは天
候、時間、場所の制約の少ないことがありがたく、何より年
齢に応じて楽しむことができるのが好きです。
商社に勤務後、父親が始めた京浜興農株式会社に入社しま
した。
「食」と「緑（グリーン）」がテーマの事業で、やりが
いのある仕事です。現在逗子本社のほか、伊勢原市と三浦市
に事業所があります。今後目指しているのは、食品ロスの減
少と農家の高齢化に対する支援です。
【クラブへの期待】
クラブに対して貢献を惜しみませんのでどうぞよろしくお
願いいたします。
松本将平会員
【経歴など】
昭和 40 年藤沢市長後に生まれました。鎌倉の高校を
卒業後 20 歳の時に両親の育った横須賀に移りました。今回
逗子クラブに加入したことで湘南全域をカバーしました。高
校卒業し一浪後、大学に入学しましたが、夢あきらめきれず、
別の大学に再入学しました。この経験により「やりたいこと
はどんなに他人の反対があってもやった
ほうがいい」という人生観を生み、その後
脱サラしての行政書士事務所開業にもつ
ながり、今でも強く私の心に生きていま
す。卒業後、ゼネコンに入社、バブルも崩
壊後不惑の年寸前の私は自分の将来に不
安を覚えていました。そんな矢先、たまた
ま本屋で立ち読みした行政書士試験の本
に出合い、一念発起なんとか合格し、脱サラして行政書士事
務所を開設しました。
【クラブへの期待】
新しい人間関係の構築を求めて住まいのある横須賀で
はなく、逗子クラブに入会しました。しっかりと会の活
動に協力していきたいと思っておりますので、今後とも
よろしくお願いします。
大野前会長から、ほんとにフットワークの良い方です、との
紹介あり。お二人の今後のご活躍を心より祈っております。
担当：横瀬

菊池会員

【8 月理事会報告】
・納涼同伴例会事業計画…コロナ感染拡大のリスク
を考慮し、中止。納涼会の延期を検討する。
→ 承認
・京都紫野 RC 表敬訪問…匂坂会長、森澤幹事、服
部会長エレクトが訪問。京都紫野 RC と贈答品の
廃止について話し合いをする。
→ 承認
・活動計画書作成について…昨年度まで葉山 RC 鈴
木会員に作成委託していたが、今年からは逗子
RC 事務局で作成する事となった。作成費を予算
から捻出。
→ 承認
・今後の例会開催方法について…8 月の夜例会を取
りやめ。9 月以降の例会は 9 月の理事会で決定す
る。
→ 承認
・ビーチバレーボール大会について…10 月 4 日予
定。9 月初めに実行の可否について決定が必要。
海岸に 100 名以上の人が集まる為、リスクを考
慮し、主催を降りる。
→ 承認
・その他…①新世代からの報告は 9 月第２週昼例会
で行う。②8 月 20 日長期戦略委員会開催
・報告事項…①7 月末付けで山本三津子会員が退
会。②7 月 23 日新会員セミナー開催。新人 3 名
参加。
【京都紫野 RC 表敬訪問】
８月１７日、京都紫野ロータリ
クラブへ服部エレクト、森澤幹
事の３名で、表敬訪問に行って
きました。京都は猛暑でとても
暑く、コロナの影響で観光客も
少なく感じました。京都紫野
ロータリクラブは本年、創立
45 周年です。来年の６月 5 日、
６日に式典が行われます。コロ
ナの状況も心配ですが、多くの
会員で参加できればと思います。（匂坂会長）

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥３４,０００
累計 ￥１９４,０００
０００
匂坂君…コロナ感染拡大心配です。
イニシエーションスピ
三宅君…本日もよろしくネ！
ーチ宜しくお願いします。
森澤君…羽隅さん、松本さん、スピーチ宜しくお願い致し
ます。
羽隅君…今日はよろしくお願いします。
松本君…イニシエーションスピーチよろしくお願いします。
村松君…酷暑とコロナ、大変な夏です。皆様気を付けて下
さい。
山本（由）君…皆様コロナに気を付けて下さい！！
橘（武）君…感染が拡大し、緊張感での出席です。
山口君…本日もよろしくお願いします。
山科君、松井君…イニシエーションスピーチよろしくお願
いします。
矢部（房）君…やっと梅雨が明けました。夏本番。

桐田君…早くコロナワクチンを下さい！
菊池君…逗子市でも、感染者大量発生！
大野君、服部君…羽隅さん、松本さん、イニシエーショ
ンスピーチよろしく。
岩堀君…久し振りに出席しました。
清水（惠）さん…宇宙ステーション「希望」を 2 日間な
がめました。
横瀬君…暑くなりました。
大下君…テレワーク（在宅勤務）再開です。
稲垣君…8 月に入ったらいきなり猛暑日。みなさん健康
管理お願いします。
古畑君…海水浴客多いですね。暑いですからね。

