第２８０８回例会 逗子ロータリークラブ
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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 2８０8 回
18:00

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

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
出席報告
ニコニコ BOX 発表
18:15

閉会宣言

S.A.A

点鐘

匂坂会長

18:20 社会・国際奉仕フォーラム
19:30 終了

予
10 月 29 日（木） 18:00
11 月 5 日（木）

12:30
12:30

11 月 12 日（木）

社会・国際奉仕フォーラム
卓話：ロータリー財団
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
11 月 26 日（木）

12:30

TEL＆FAX：046-873-0226

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

幹事報告 ２７８０地区関係
お知らせ：・久保田ガバナーより、先週のガバナー公式訪問
についての礼状が届いております。
・地区大会の礼状が久保田ガバナーからと、鎌倉 RC
より届いております。
例会変更：・鎌倉中央 RC より、10/19（月）Zoom 例会
を会長幹事不在の為、10/26（月）に変更。
・鎌倉大船 RC より、10/29（木）
、11/12（木）
休会。
開催案内：11/7（土）14:00～ 於：第一相澤ビル８階
青少年交換留学オリエンテーション
その他：次年度の AG は、当クラブの石田隆会員に決定とな
りました。
委員会報告 本日 18 時より有志ではありますが、魚勝に
て福嶋謙之輔さんを偲ぶ会を開催致します。ご出
席される方は、どうぞ宜しくお願いします。

匂坂会長の時間

定

三宅譲

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

逗子・葉山 RC 合同例会
卓話:日蓮宗権大講師 鈴木照玉様

「スピリチュアルな世界」ズーム卓話

本日は、湘南ビーチＦＭ社長、尾前芳樹様を
お招きして、
「コロナ禍でビーチＦＭが取り組
んできた事」についてお話をして頂きます。さ
て、先週は、会長、幹事としてはロータリー週
間でありました。水曜日は、葉山ロータリーク
ラブの例会に表敬訪問しました。新しい例会会場のスケー
プスで行われました。逗子ロータリークラブの現況と来月
の葉山との合同例会、親睦ゴルフのご案内を致しました。
その翌日は、久保田ガバナーの公式訪問でした。今回の公
式訪問のご意見、ご感想ありましたら、お聞かせ頂けたら
と思います。山田ＡＧに伝えたいと思います。１８日には、

財団ニコニコ： 山本、森澤、横瀬、稲垣

各＄10

地区大会が鎌倉の芸術劇場で開催され、コ・ホストクラブ

米山ニコニコ： 村田

15,000 円

として、１3 名の会員で参加してまいりました。会場の誘

山本

5,000 円

導等、お手伝いありがとうございました。今回の大会は、

森澤

1,000 円

コロナ禍ということもあり、かなり縮小した形での開催と
なりました。地区の関係でご報告があります。石田会員が

2807 回 例会記録 2020 年 10 月 22 日

次年度ガバナー補佐に決定しました。逗子クラブとして、
しっかりと支援していきたいと思います。本年度、第２グ

出席報告：会員数 48 名（出席免除 3 名）
出席者：28 名 60.86％
メークアップ：地区委員会

前回修正後

65.21％

ループのＩＭですが、2 月 11 日に予定しています。昨日、
第 1 回目実行委員会がありまして、出席致しました。当ク
ラブから、実行委員会に横瀬会員、横山会員にお願いして
おります。今回のＩＭの内容は、職業奉仕、ＳＤＧＳをテ
ーマに開催します。

福嶋謙之輔会員を偲ぶ会

木村太郎氏とは長い付き合い
で、私は湘南ビーチ FM に入社し
て 18 年。1993 年に木村太郎
氏が開局、今年の 12 月 3 日で
27 年になる。私は昨年 6 月に代
表になった。
新型コロナへの対応：2 月の始めから、手洗い、アクリ

10 月 22 日
魚勝にて、福嶋
会員の偲ぶ会が
行われた。松井
一郎会員のユー
モアと気配りあ
る、司会進行で
出席した 22 名全員が、福嶋会員の思い出話を。
世話人の鈴木安会員は「福嶋君にはこだわりがあり
趣味のゴルフクラブは最後まで、パーシモンでした」
と。
最後に福嶋夫人は「糖尿等の持病があり、2 度の心
臓手術には耐えられなかった、逗子ＲＣは主人の心
の財産でした」と感謝の言葉があった。 （橘 武）

ル板の設置、放送中も扉を開け換気する等の対応をしてい
る。ゲストの出演を極力減らし、電話、スマホなどでコメ

【地区委員会】

ントをもらっている。夜の番組はパーソナリティーが自宅

「2021-2022 実施年度向け
R 財団第 1 回地区補助金説明会開催」

で収録。幸いなことに、開局当初から、少人数でミニマム
な放送をコンセプトにしている。
新型コロナで会社が変わったこと：ステイホームでラジ
オを聴く人が増えた。週末にはアクセスオーバーで機器が
ダウンすることが増え、設備を大容量に変えたので、イン

10 月 24 日(土) 於：第一相澤ビル 6 階・8 階
田島年度に実施予定のクラブプロジェクトの、補助
金申請に対しての説明会で、第 1 回目を開催。資金
の流れ・地区補助金とは・参加資格・申請期限・手続・
申請書等についての説明を 2 会場 zoom で実施。服
部会長エレクトが出席。

ターネット放送も音質が良くなった。葉山マリーナの近く
に設置しているウエブカメラも高画質に替え、江の島等の
ライブ映像を流している。

10 月 25 日（日）

放送の外に通販も手掛けている。クラフトビールを地元

のどかな葉山、御

の店の品物とセットにして販売、評判が良く売れている。

用邸前の海で秋を

オリジナル T シャツは 1 枚 7 千円で高額であるが高品質

楽しむ。
(清水惠子会員)

で売りきれた。
「LOVE THE BEACH」として海をきれいにするキャ
ンペーンを数年かけて行う計画で、逗子葉山の人口増加に
つながると良いと思う。
木村太郎ブランドとしてではなく、湘南ビーチ FM とし
ての立場を確立したい。
広告の契約は 1 年・半年単位なので、新たな顧客を開拓
していきたい。どうかご協力をお願いします。
（担当：桐田

吉彦）
（

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥３７,０００
累計 ￥６２０,０００
０００
匂坂君…昨日の地区大会お疲れ様でした。
尾前様、本日は 橘（武）君、菊池君、横瀬君…尾前社長、ようこそ。お話、
宜しくお願い致します。
楽しみにしております。
森澤君、山本君、山科君、矢部（房）君、松井君、大野君、 臼井君…インフルエンザ予防接種受けました。
服部君、稲垣君…尾前様、本日は宜しくお願い致します。 三宅君、羽隅君…今日も宜しくです。
村松君…ビーチ FM の講話楽しみです。
桐田君…変わった事なくただ淡々と仕事してます。
村田君…秋を感じる。
清水（惠）さん…逗子の海、穏やかですね。
鈴木（安）君…今週のウィークリーレポートの広場、百歳 大下君…今日は 22 日、スワンスワンの日。
ゴルフ道場のレポートが載りました。
古畑君…今日はとても良い天気で気持ちいいですね。
山口君…本日もよろしく。
松本君…寒くなってきましたので、体調に注意しましょ
う。

