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2013 年 7 月 11 日 ─
会長の時間
絶たないとの事です。
7 月 6 日に関東の梅雨明け、
例年より 15 日早い梅雨明け、
梅雨明けした途端の猛暑というか酷暑で身体に堪えます。

皆さんの中で一度も行った事が無い方は、一度は話の種に
挑戦してみたら如何でしょうか

そんな暑いさなかに明日、私は青少年交換学生と共に富士

私、明日挑戦し、無事帰って来れましたら来週この場でご

山登山に挑戦します。来日学生 8 名と派遣学生 10 名そして

報告させて頂く事をお約束させて致しまして

ROTEX と青少年交換委員会の有志を併せ総勢 30 人のパー

致します。

会長の時間と

ティーで行動します。
私は、実は 2 回目の富士登山で、1 回目は小学 1 年時に父

幹事報告

と山頂へ登りご来光を拝んだ記憶があります。山頂まで行く



アクターズミーティング開催案内

過程はもう忘れてしまいましたが、山頂でのあのやり遂げた



週報：鎌倉 RC

達成感というか気持ちのよかった事は今でも覚えています。



葉山 RC 例会案内

7/20 13:00

横須賀 RC 三浦 RC

京都紫野 RC

そして 55 歳になって体力的には自信はありませんが、もう

7 月 27 日（土）移動例会 イモサミット

一度あの思いを感じたいと思いまして挑戦する事にしました。

7 月 31 日（水）19:00～

葉山ﾏﾘｰﾅ･ｲｴﾛｰﾊｳｽ

その富士山が 6 月 22 日、ユネスコ世界遺産委員会に於い
て、世界文化遺産に登録されることに決定しました。名称は、

葉山 RC 岡野正道会長

挨拶

「富士山－信仰の対象と芸術の源泉」日本と日本の文化を象

昨年度は、慶松ガバナー補佐が途中

徴する名山・富士山、古来から多様な信仰の対象して崇拝さ

事故により交代、後任の鈴木安之ガバ

れてきたこと、さまざまな芸術の源泉になってきたことが認

ナー補佐、松井 I.M.実行委員長、逗子

められ、人類共通の財産として後世に引き継がれることにな

クラブの皆様には、慶松ガバナー補佐

りました。

の意向を汲んだ素晴らしい I.M.を開い

信仰としては、富士山を神と見立てた山岳信仰、代表的な
のが山頂の浅間神社。芸術の源泉としては、万葉集や竹取物

て頂き、感謝いたします。
今年度、葉山クラブは新地区補助金

語の題材、葛飾北斎や歌川広重に代表される浮世絵は、西洋

の交付が決まっていて、少ないメンバーで、積極的に奉仕に

芸術に大きな影響を与え富士山の形姿を知らしめた事が選考

邁進します。逗子の皆様、ご支援をよろしくお願いします。

の理由です。
本来は富士山を世界自然遺産にと願っていたようですが、
ゴミやし尿の問題で汚すぎるとの事で申請を変更したようで
す。世界文化遺産に決定されてから連日テレビのニュースで
富士登山の様子が伝えられています。
富士登山はハイキングの様に気軽に行けるようなものじゃ
ないと思いますが、軽装備で登山したり弾丸登山という睡眠
をとらないで夜通し登山して遭難事故をおこす登山客が後を

７月 誕生・結婚記念日のお祝い
本人： 松井一郎、岩瀬浩人、矢島
草柳

博、川上

浩、山本由夫、

敦

奥様： 毛利佐喜子（武信）、山科さわ子（誠）、
草柳範子（博）
結婚： 手島万里・麻由子

（敬称略）

福島謙之輔

会場監督

なごやかで規律ある例会の運営を進めたい。

市川

会計/写真映像担当

決算・新年度予算が承認されたが、財政は厳しく、事業も程々に（笑）
。写真は毎回ドロ

浩

ップボックスに入れているので活用されたい。
岩瀬浩人

地区青少年奉仕委

走ります。逗子開成に於けるインターアクト等推進したい。

員長、クラブ新世代奉仕委員長
三宅

譲

地区会員増強・会

員維持副委員長、クラブ委員長
村松邦彦

矢部房男

逗子クラブの会員増強用パンフレットを作成、会員みんなでの勧誘活動の一助に。名刺を
添えて使用して欲しい。

地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員、

岩瀬さんがお話された逗子開成生徒の連携強化の具体策を詰めたい。

青少年交換委員長

石田幸さんの派遣、スウェーデンの学生の受入準備等も進んでいる。

社会奉仕委員長

ビーチバレーは第 10 回で盛り上げたい。市民まつり、披露山の草刈り、中学生の弁論大
会支援等、前向きに取り組みたい。

桐田吉彦

職業奉仕委員長

仕事の中で何が出来るかを考えたい。職場訪問等企画や職業奉仕フォーラム等も積極的に
活用したい。

徳永淳二

国際奉仕委員長

香港・台湾のクラブとの提携も視野に国際的な活動を継続したい。

川上

広報委員長

社会的認知度向上を期して、クラブの活動と組織が理解しやすいように HP やメディア対策を行いたい。

会報編集委員長

円滑な会報作成を心がけたい。特に事務局の労度を軽減するため、広報委員会に加え他の

敦

宝子山泰久

会員にも会報のレポ―ト作成を依頼。
松田壽之

IT・PR 委員長

クラブの総意を反映しながら、内外に解り易いホームページのリニューアルを実施したい。

橘

雑誌委員長

R の友：月初めに要点記事を抜粋し紹介する。

会員増強・退会防止委員長

純増 3 名は確保したい。三宅会員作成のパンフを有効利用 「入って良かった」という実

武

矢部光治

感を持ってもらう雰囲気づくりも重要。
桐ケ谷利美

会員選考担当

忙しくなるように会員のご推薦を。

毛利武信

職業分類担当

勧誘は簡単ではないが、2 カ月に最低 1 人の推薦が必要

山科

誠

R 財団・米山奨学委員長

昨年は自然体としたが、結果は難しいものだった。今年は一段と成果を追究したい。

山口

哲

R 財団委員長

形式ばらずに、肩の力を抜いて進めたい。

米山奨学委員長

グローバルな視野を持つ若者を育てたい。ご協力を。

湊屋孝之
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岡野正道君、鈴木知一君…一年間よろしくお願いします。

矢部(光)君…梅雨明け夏本番、高校野球神奈川大会も熱い戦いが。ガンバレ―球児！

石田君…葉山 RC 岡野会長・鈴木幹事ようこそ。明日富士登山トライします。

福嶋君…日本中猛暑、我が逗子・葉山は天国。

岡本君…早くも暑さ本番、これが２か月続くと思うとやれやれ。 湊屋君、服部君…大変暑くなりました。
市川君…決算予算承認、アリガトウ。

松田君、山口君…暑い！！

山科君…遅ればせながら、石田会長頑張って下さい。

草柳君…連日の猛暑、鎌倉より多い逗子の海の家。若い人の防犯に目を向けよう。

矢部(房)君…石田年度初出席で恐縮。今年度も楽しみにしてい

寺嶋君…猛暑です。逗子葉山の季節がやってきました。

ます。頑張って下さい。

川上君…猛暑、健康に注意。

岩瀬君…各委員長様、ご苦労様です。

村松君…暑い暑い、でも逗子の風は夜はさわやか！

船津君、手島君…本日もよろしく。

桐ケ谷君…35 度、酷暑のゴルフはつらい！！

桐田君…服部・大野会員と 6・7 日標高 2760m 燕岳に登っ

葉山君…暑さに負けず頑張りましょう。本日もよろしく。

て、「つば」もどきの山ガールを堪能してきました。

山本(由)君…連日の猛暑に負けない熱き心で頑張って下さい。

大野君…久し振りの登山で足がものすごく筋肉痛です。

山本(三)さん…夏の始まり、長い夏になりそう。

宝子山君…7/16(火)18:30 より逗子銀座通りで盆踊り「逗子

毛利君…暑いですね～まだまだ続きます。

音頭」開催。ご家族でぜひご参加を！！

【出席報告】会員数 48 名(出席免除 5 名)

三宅君…暑さ、真っ盛り、あと 2 か月か・・・・。

出席数 31 名：出席率 64.58%

【ビジター】岡野正道君・鈴木知一君（葉山 RC）

前回修正出席率 77.08％

【ﾒｰｸｱｯﾌﾟ】松井君・石田君・三宅君

