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─ 2496 回 例会記録
石田会長の時間
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2013 年 9 月 12 日 ─

９．世界中どこのRCも例会時間は１時間？⇒決まっていない

今月は、新世代奉仕月間です。逗子RCは地元の新世代の団

10．他クラブへのメイキャップは地区以外ではできない？

体と密接に交流を持ち、継続事業として永年サポートしてま
いりました。新世代の皆さんの、この地に根差した活動を見

⇒どこでも可能
11．ロータリーは、一度退会すると２度と入会できない？

守りながら応援していきたいと思います。

⇒入会できる

《今週のクイズ》

相澤ガバナー公式訪問に備えて2週続けてRotaryクイズでした。

１．ポールハリスが1905 年にロータリーを創設して最初の
奉仕プロジェクトは？

⇒シカゴ市内の公衆便所設置

P.S.

鎌倉ローターアクトクラブ会員が減少し活動に支障が

出てきているとの事です。以前の様な活気あるローターアク

２．日本のロータリアンの数は世界で何番？

⇒2番目

トクラブにしたいとの願いから第2グループ全域で会員募集

３．日本語は国際ロータリーの公式用語？

⇒公用語

をしています。ご協力お願い致します。

４．日本初のRCは、1920年設立の東京RC。ｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞは
ダラスRC。誰が設立？

⇒米山梅吉（世界で855番）

５．日本で2番目にできたクラブは？

⇒大阪RC

日本で唯一スポンサークラブが無いRI直轄のクラブ
６．新クラブ結成の際、ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰは最低何名？

⇒20名

７．以前の四大奉仕部門とは、クラブ奉仕・職業奉仕・社会
奉仕・国際奉仕でした。では五大奉仕とは何が加わった？
⇒新世代奉仕(現・青少年奉仕)
８．インターアクトクラブは12~18歳が対象ですが、ロータ
ーアクトクラブの会員の年齢は？

岡本幹事：次週は、相澤ガバナーの公式訪問です。
会員全員が出席してガバナーをお迎えしましょう。
18:10 例会場集合。詳細なスケジュールは別紙。

９月 誕生・結婚記念日のお祝い
本人：安藤脩二、岩佐直樹
奥様：三宅真九十（譲）、匂坂ふじ子
結婚：
松田壽之・由衣

（敬称略）

⇒18歳~30歳

【出席報告】会員数 48 名(出席免除 5 名)

出席数 31 名：出席率 64.58%

前回修正出席率 69.96％

【ゲスト】ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ神奈川連盟湘南地区逗子第１団 諸星朋子 団委員 逗子第１団 山中義夫 副団委員長
ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ神奈川県第 39 団 古谷範子 団委員長

㈳ 逗子葉山青年会議所 田村誠吾 理事長

斉藤慎一郎 専務理事

ボーイスカウト第 1 団

諸星朋子団委員

ガールスカウト神奈川第 39 団 古谷範子団委員長

★昨年発団 50 周年を迎えた逗子第 1 団

★24 年度の活動方針 3 つのポイントは、

は、記念式典をはじめ、数多くの記念事

｢自己開発｣｢人とのまじわり｣｢自然ととも

業を実施。★披露山の本部隣接地が新た

に｣。★昨年春の｢ガールスカウトふれあい

な契約で使用可となり、スカウトのキャ

の日｣では森戸海岸で自然とふれあい、交

ンプなどのスペースが確保され、より充

流し、被災地復興支援バザーも実施。★夏

実した本部となった。★今年度の最大の

の山梨県での団キャンプでは、異学年交流

イベントは、この夏に開催された第 16 回日本ジャンボリー

をしながら自然の中で有意義な体験を。★秋の市民まつりで

へのスカウトの派遣。逗子 1 団から 2 名、2 団から 1 名の

は竹で作った｢たちかまど｣等遊びの場を提供。また｢名越緑

計 3 名が参加。山口県のきらら浜にスカウト 1 万人が集ま

地里山の会｣の芋掘りに合同参加。自然の恵みを体感。★年

り、8 泊のキャンプ生活を送った。このキャンプに参加した

末にはユニクロとタイアップしてスカウトが古着を集め、リ

3 名がその体験を生かし、披露山本部で 1 団、2 団の合同

ユース･リサイクル活動に参加。また市内の花壇に花の苗を

キャンプを指揮。見事にその成長ぶりを見せた。★スカウト

植え、環境美化に協力。★様々な体験を通じて、困難に出会

の数も減少傾向にあるが、何とかその魅力を高め、良き社会

っても良い方法を考えることが出来る子供達に育ててゆきたい。

逗子葉山青年会議所 田村誠悟理事長

人を育成するための活動を続けたい。

ボーイスカウト第 2 団

山中義夫副団委員長

★｢奉仕｣｢修練｣｢友情｣の 3 つの信条の基、本年度の活動を

★今年は団にとって 2 つの大きな出来事

行っている。★3 月 11 日、震災復興支援

があった。★一つ目は、スカウト不在で

イベントを主管。献花･募金活動その他

一時消滅していたカブ隊(小学 3 年～5 年

様々な催しを実施。★5 月 19 日。子供達

生)が、幸い今年 3 名の入隊で復活。ビー

による手作りいかだで田越川の川下り体

バー隊(年長～小学 2 年生)も 6 人と倍増。

験を開催。自分たちの街や自然を守ること

楽しいスカウト活動を実施している。★

の大切さを体感してもらう。
★7 月 20 日。

二つ目は第 30 回アジア太平洋地域ジャンボリーを兼ねた

戸羽太陸前高田市長を招き講演会を開く。被災地の現状、本

第 16 回日本ジャンボリーへの参加。総勢 1 万 4 千人の大

当に必要な支援、これからの陸前高田市の街づくりビジョン

きな規模で、皇太子殿下や安部総理もお見えになり、開催。

などをお話頂く。｢支援と言うより被災地の人達が自ら復興

大雨や酷暑の中、スカウトたちは貴重な体験を重ねより逞し

に励むための応援が必要｣という言葉が印象的だった。★9

く成長したように思われる。★2 年後の 2015 年には同じ

月 13 日～15 日。逗子･葉山に在住または在学の 44 名の

場所で、第 23 回世界ジャンボリーが開催されるので、是非

中高生とともに、被災地の現状を見学し、瓦礫の撤去などボ

数多くのスカウトを参加させたい。

ランティア活動を行う予定。

■ニコニコＢＯＸ

本日合計￥

４８．０００

担当：宝子山泰久

累計￥４６１．０００

田村誠悟様…私共の活動にご理解ご協力頂き、感謝申し上げます。

．．
村田君…2020 年！！そこまでもつかな？！

石田君、岩瀬君、岡本君、菊池君、松井君、匂坂君、手島君…

三宅君…真夏、逆もどり、暑い暑い。

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ、ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ、青年会議所の皆様ようこそ。

松田君、服部君…今日は暑い、また暑くなりましたね。

市川君、桐ケ谷君…BS、GS、JC の皆様、頑張って。

長野君…この暑さ、もうお腹一杯です。

宝子山君…新世代の皆様、日頃のご活躍に敬意を表します。

矢部(房)君…海岸も秋の静けさ、されど暑い！

山本(由)君…服部さん、ニコニコ集計ありがとう。

村松君…9 月中旬、いまだ暑い、早く秋になれ。

山本(三)さん…お久ぶりです。決してサボってた訳じゃありません。

大野君…「暑さ、寒さも彼岸まで」まさかね。

桐田君…今朝バイクで鎌倉散策してきました。

高洲君…夏痩せもせず夏が終わり、食欲の秋。あ～辛い。

徳永君…香港は日本にとても友好的でした。

安藤君…まだ暑いですね。私のバースデー月です。

寺嶋君…東京五輪決定！表彰台に日の丸が上がるのが楽しみ！

毛利君…秋よ、早く来い。

山科君…オリンピック、ともあれおめでとう。

鈴木(安)君…秋の気配、少し涼しくなりました。

矢部(光)君…結婚した年が S39 年東京五輪、再び 7 年後の東

石黒毅名誉会員…毎会クラブ会報を頂き有難う。会報を通じ活

京五輪まで生きる目標ができたネ！

発な活動お慶び致します。石田年度の発展を祈ります。

