第２８０７回例会 逗子ロータリークラブ

ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ
2020-21 年度 №13 2020 年 10 月 22 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 2８０7 回
12:30

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

開会宣言

S.A.A

点鐘

匂坂会長

事務所：逗子市桜山 6-3-29

TEL＆FAX：046-873-0226

第 5 木曜日 18:00
Website: http://www.zushi-rc.com/

2806 回 例会記録 2020 年 10 月 15 日
出席報告：会員数 48 名（出席免除 3 名）
出席者：29 名

ロータリーソング斉唱

63.04％

前回修正後

58.69％

メークアップ：地区委員会、委員会

ゲスト・ビジターの紹介
会長の時間

幹事報告

到着物：ガバナー月信第 4 号、メールにて配信
意外の方は、受付にてお取りください。
国際ロータリー：My Rotary がリニューアルに伴い、修正
委員会報告
中であります。その為、一部、用紙にて対応して
出席報告
おります。
ニコニコ BOX 発表
お知らせ：地区大会、コクラブの集合時間変更となりました。
13:00 卓話・プログラム
お手伝い頂ける方は、12 時に集合して下さい。
尾前芳樹氏（湘南ビーチ FM 社長）
お弁当が用意されております。
「コロナ禍でビーチ FM が取り組んできた事」
その他：・2020 年度オンライン地区研修・協議会の録画分
が DVD にて送られてまいりました。事務局にて
13:30 閉会宣言 S.A.A
保管しております。
点鐘
匂坂会長
・先週当クラブの例会を ZOOM にて参加して下さった鎌
倉 RC 武藤様より、
「大成功でした」とお礼のメー
予
定
ルとお写真を頂きました。
12:30 卓話 尾前芳樹氏
委員会報告 有志での会ですが、２２日に行います福嶋さ
10 月 22 日（木）
（湘南ビーチ FM 社長）
んを偲ぶ会で、ご参加頂ける方、まだいらっしゃ
「コロナ禍でビーチ FM が取り組んできた事」
いましたらご連絡下さい。
幹事報告：来信・告示事項

10 月 29 日（木） 18:00
11 月 5 日（木）

12:30

社会・国際奉仕フォーラム
卓話：ロータリー財団

三宅譲
12:30

11 月 12 日（木）

財団補助金委員長

卓話:早稲田大学教授 深川由紀子氏

「日韓関係再考経済と文化の距離を
どう考えるか」ZOOM 卓話

11 月 19 日（木） 18:30

逗子・葉山 RC 合同例会

財団ニコニコ： 森澤、桐ケ谷
横瀬
米山ニコニコ： 山本
桐ケ谷、松井、森澤、

各＄10
＄20
5,000 円
1,000 円
10 月の

お誕生日、御祝
ガバナーより
プレゼントを
渡して頂きま
した。
おめでとうご
ざいます。

匂坂会長の時間
本日は、ガバナー公式訪問ということで、久
保田ガバナー、山田ガバナー補佐にお越し頂き
ました。さて、コロナ禍でのスタートした本年
度ですが、地区の活動においても色々と大変な
ことが多いと思いますが、当クラブとしても、
社会奉仕事業、親睦事業など中止となり、厳しい
現状であります。With コロナの状況下で今後の奉仕活動を
考えなければなりません。先日、社会奉仕委員会が開催され、
披露山庭園の梅林公園整備のことや今後の奉仕活動につい
て、活発に意見交換がされました。次年度は創立６０周年を
迎えますので、これまでの活動を振り返り、新たな活動を見
出すよい機会だと思います。活動を活性化させるには、会員
の増強だと重要だと本当に思います。特に若い世代の方をい
かに入会して頂けるか、そして入会した方が楽しく活動でき
る土壌を作っていけるかだと考えます。そういった意味で
も、他クラブの活動状況などの情報を得ることも大事だと思
います。また、地区とのかかわり、連携といったものは必要
不可欠と思います。本日のガバナー公式訪問も私どものクラ
ブにとっても貴重な機会と捉えていますので、本日は宜しく
お願い致します。
ご報告があります。すでにご存じの方も多いと思いますが、
森澤幹事が入籍されました。おめでとうございます。

地区大会（2020/10/18）
於：鎌倉芸術館
逗子ロータリーにとって馴染
みの深い久保田ガバナー、山田
AG を全員拍手の中で迎えまし
たが、全員マスク姿。これは例
年とは全く違った風景でした。

今年は、コロナ感染の影響もあり、大会出席者は、
ガバナーはじめ PG、ガバナー補佐、地区幹事、地区
委員長、各クラブ会長・幹事・会長エレクト、第 2 グ
ループ会員の総勢 301 名の出席でした。逗子クラブ
からはホストクラブである鎌倉 RC のコクラブとし
てお手伝いに 13 名が出席。長寿会員として、逗子ク
ラブからは、鈴木久彌会員、船津孝次郎会員が表彰さ
れました。

今年 2 月頃から世界中を席巻し
ているコロナ禍は未だ収まる見通しもなく、世界のロータ
リアンにとっても類を見ないほどの未曾有の危機です。各
種勉強会もオンラインで実施され、ロータリー最大の目的
である対面を通しての交わり、喧々諤々の議論などすべて
を封じられ、一方通行の会議はガバナーにとって極めて難
しい運営を迫られたとの事。しかし国際ロータリーのテー
マ「ロータリーは機会の扉を開く」に従い、ガバナーが率
先して実行に向かう決意を熱く語られました。そして少し
でも仲間と話し合う機会をと、当初開催が危ぶまれた地区
大会も細心の注意を払うことで開催にこぎつけ、会員が試
行錯誤しながらも前向きにチャレンジをする場を設ける
ことに成功。ガバナーが苦渋される中、逗子ロータリーも
奉仕と親睦を最大限生かす運営を心掛けなければと、考え
させられるガバナー訪問でした。（担当

村松）

今年 1 年に入会し
た会員へ、ガバナ
ーからのバッジの
贈呈（写真右）

朝方 6 時体操、その後ゴルフ場 6
ホウル散歩、ゴルフ合宿 17 名、朝
食、午前中スルーで 1 ラウンド昼
御飯その後又 1 ラウンド 5 時より
トレーナー指導でストレッチ 6 時
懇親会食事 9 時就寝、温泉はいつ
でも、素晴らしい仲間でした。ホテ
ルから眺める夕焼け、ゴルフ場、何
もかもブラボー 鹿児島薩摩ゴル
フリゾートにて。

（鈴木安之会員）

逗子クラブ会員か
ら、ガバナーへの
活発な質問もあり
（写真左）

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥６０,０００
累計 ￥５８３,０００
０００
山口君…結婚祝を頂き。
久保田英男ガバナー…久しぶりに訪問させて頂きます。このコロ
ナ禍の中、今までの様に集うのが色々言われる時勢ですが、
やはり、顔を合わせて一緒に気持ちを分かち合うのが一番で
すよね。地区大会でもお世話になります。どうぞ今年一年宜
しくお願い致します。
山田嗣ガバナー補佐…ガバナー訪問でうかがいました。宜しくお
願いします。
匂坂君、森澤君、山本君、鈴木(安)君、石田君…久保田ガバナー、
山田 AG、逗子へようこそ。本日は宜しくお願い致します。
村松君、湊屋君、橘(武)君…久保田ガバナー、山田 AG、寒い雨の
中、ありがとうございます。宜しくお願いします。

村田君…寒いね。
山科君、矢部（房）君、松井君、橘（克）君、三宅君、藤吉君、
菊池君、大野君、服部君、桐ケ谷君、岩堀君、横瀬君、古畑君
…久保田ガバナーようこそ。本日は宜しくお願いします。
桐田君…久保田ガバナーお待ちしておりました。
清水（惠）さん…久保田ガバナーようこそ。御祝を頂き。
羽隅君…寒暖差の大きい季節、気をつけましょう。ワイフの誕
生祝いありがとうございます。

