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会 長◆石田 隆
会長ｴﾚｸﾄ◆藤吉一哉
副会長◆村松邦彦
◆橘 克巳
幹 事◆岡本 久
ＳＡＡ◆福嶋謙之輔
会 計◆市川 浩
直前会長◆岩瀬浩人
会報委員長◇宝子山泰久

本日の進行 (12：30)
奉仕プロジェクト各委員会
上半期報告・下半期計画発表
―次回のお知らせ―
12 月 19 日 (18：30)
年忘れ 大忘年会
＆ クリスマス会
E-mail:

例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
第 3 木曜日 18:30
第 5 木曜日 18:00
例会場：「カンティーナ」
逗子市新宿 1-3-35
TEL：046-870-6440
事務所：逗子市逗子 1-9-26
萬屋ビル 2Ｆ
TEL＆FAX：046-873-0226

zushirc@sage.ocn.ne.jp

Website: http://www.zushi-rc.com/
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2013 年 12 月 5 日 ─

石田会長の時間
報告 ：・岡本幹事：理事会報告
・岩瀬会員：11/24 IA 年次大会に参加 12/26～台湾研修
・矢部(光)会員：11/30 地区会員増強情報交換会に参加
・服部会員：11/30 地区新会員大同窓会に参加
・藤吉親睦：12/19 大忘年会 於:湘南 OVA
出欠席のアンケート配布
表彰：安藤脩二会員 米山第三回メジャードナー
矢部房男会員 米山第三回功労者

12 月は家族月間（Family Month）です。
1995～96 年度ハーバート・ブラウン RI 会長は、世界平
和は地域、家族から始まるとの考えを表明しました。それが
きっかけとなって 2007 年 7 月の RI 理事会において 12 月
を家族月間と指定されました。
「ロータリー家族月間」は、ロータリアンが奉仕活動や諸
行事を通じてロータリー家族や地域社会への献身を示す月間
であります。現在、インターアクター、ローターアクター、
ロータリー財団奨学生・学友、米山奨学生・学友青少年交換

第 18 回ずし中高生ディベート大会開催

学生・ROTEX,GSE の OB・OG 等のロータリーに関係する
すべての人の組織を含めて「ロータリー家族」と呼んでいま

今澤 隆君 入会

す。そしてその「ロータリー家族」と共に奉仕プロジェクト

（皮フ科医）

1/26(日) 10:00～
於：逗子市役所 5F 会議室

を行なうことが奨められています。

【論題】
『日本は消費税を廃止すべき
である。是か非か』（中学生）
『日本は裁判員制度をなくす
べきだ。是か非か』（高校生）
高校生の部では、慶應義塾高
校、鎌倉学園高校、栄光学園
高校が参加

そういう意味では、今回のロータリー財団地区補助金を申
請するにあたり、
私たちと第 2780 地区 ROTEX の OB/OG
との東日本被災地被災者支援プロジェクトはとてもタイムリ
ーであると思います。
今月は第 3 週に今年最後の例会・忘年会があります。仕事
や友人との忘年会やクリスマスパーティー等でお酒を飲む機
会が多いと思いますが、特に奥様方への心配りを実践する月

協賛:逗子 RC(入賞メダル・他)

間でもありますので家族を大事にして頂けたらと思います。

桐
田
会
長
ノ
ミ
ニ
ー

座して半畳寝て一畳。
足元を見て身の丈に合っ
たロータリー活動を行
い、皆様の安らぎの場所
を作っていきたい。

12 月 5 日第 1 例会にて年次総会を開催 次々年度会長並びに次年度理事を承認
2015-2016 年度 会長ノミニーに桐田吉彦会員
逗子ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ細則によって定められた指名委員会が 11 月 16 日海狼において開催さ
れ次々年度会長並びに次年度理事を指名したことを、議長の市川会員より発表された。
指名された理事候補は年次総会にて投票に付され、満場一致で当選、承認された。
2014-2015 年度
藤吉一哉(会長)

桐田吉彦(会長ｴﾚｸﾄ)

葉山太一(幹事)

市川

菊池

尚

山本三津子

【出席報告】会員数 49 名（出席免除 6 名）

浩

山本由夫
岡本

久

理事

三宅

(14 名)

譲(副会長)

村松邦彦

橘

石田
克巳

隆(直前会長)
岩瀬浩人

大野宏一

出席数 28 名：出席率 62.22%

前回修正出席率 66.67％

石田 会長

藤吉 奉仕プロジェクト委員長

今年度ｽﾀｰﾄ時、本当に皆様に楽しんで頂く 1 年にしよう

ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会では、初の試みであるﾃﾞﾌﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの

と思い、8 月は手造り納涼会、10 月は第 10 回ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞ

方々のご参加によって、新たな一歩が踏み出せました。岩瀬

ｰﾙ大会が大成功。大雨の中の市民まつり。相澤ガバナーの親

会員には多大なるご寄付を頂き誠にありがとうございまし

炙のもとの地区大会。そして再来週の忘年会で半期が終わり

た。ｶﾚｰﾗｲｽの販売も好評でした。逗子市民まつりは大雨で残

ます。下期は、3 月は鎌倉ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙにて IM（ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ鎌倉中

念でしたが、多くの会員に集まって頂き感謝しております。

央 RC）
。4 月は長野へ親睦バス旅行。6 月は逗子開成海洋

岩瀬 直前会長

ｾﾐﾅｰﾊｳｽにて逗子花火大会。そして最終例会へと続きます。

村松 副会長

会長職が終わってホッとしてしまいました。たいへん良い
勉強をさせていただきました。引き続きご指導のほどお願い

各委員長、岡本幹事、本当にスムースに運営して頂き感謝。
あと半年引き続きよろしくお願いします

岡本 幹事

します。人生観もかわりました

矢部(房) プログラム委員
上半期、プログラム委員会の計画については無事に実行さ

幹事というものは、会長を盛り上げ、会を盛り上げて縁の

れ、また、会員が発言する場を多くする、という計画も大い

下を支える立場ですが、逆に諸先輩方に支えられて、あっと

に達成できた。例会の費用も少なくすみました。後期も、前

いう間に半期が過ぎようとしています。後半は、少しでも諸

期同様に会員の皆様の発表の場をつくると共に、より良い講

先輩方にお褒めいただけるようにがんばります

師を呼ぶことも同時に行っていきます。

福嶋 会場監督

藤吉 親睦活動・家族副委員長

半年間ｽﾑｰｽで規律正しい例会ができましたことをお礼申

8 月の手造り納涼大会を最初に、これから忘年会、新年会、

し上げます。ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ期間は別として、ﾊﾞｯﾁ･ﾈｸﾀｲ･上着の着

旅行と成功させていきたい。委員会を開きしっかりと計画を

用は基本です。携帯電話のﾏﾅｰﾓｰﾄﾞもよろしくお願い致します。

立てていますので、ご安心を。予算も考え実行していきます。

市川 会計

山本(由) ニコニコ委員長

順調に推移しておりますのでご安心ください。一般会計残

2,000,000 円の目標。現在 1,01４,000 円。順調に進

高は現在 878,000 円です」

んでいます。後半も例会出席をよろしくお願いいたします。」

藤吉 会長エレクト

出席委員会

この半年、石田会長の運営を見させていただいて勉強中で

服部会員

これからも出席委員がいないときは、がんばります。

す。身なり服装をしっかりしていきたいと思います。

■ニコニコＢＯＸ

担当：大野宏一

本日合計￥ ４５．０００

石田君…12 月は家族月間です。家族特に奥様を大切に。
岡本君…今澤様、入会おめでとう。楽しみましょう。
三宅君…今澤さんの入会を歓迎し、末永くお付き合いをお願いします。
橘(克)君、山本(由)君、松田君…役員・クラブ奉仕の方、上
半期・下半期の発表よろしくお願いします。

累計￥ １.０１４．０００
タリークラブで卓話しました。

矢部(光)君…今年も残り少なくなってまいりました。足腰の
衰えが少しづつ感じる年に。後は気力のみ？
桐田君…年を越し 60 歳にリーチ。身体を鍛え直します。
村松君…師走に入り、やっと穏やかな気候となりました。

市川君…会計にご協力を。

山口君…良いお天気が続きますね！

岩瀬君…各委員長様、ご苦労様です。

服部君…いい天気で気分も good！です。

松井君…12/2～4 ロータリー研究会お台場にて、ロン.D.

福嶋君…静かな海、心が安らぐ。

バートン RI 会長にお会いしてきました。

田中君…あと一か月を切りました。

藤吉君、湊屋君、寺嶋君…忘年会、楽しみです。

山科君…一年が早いですね。

桐ケ谷君…12/7 土曜日にｷﾘｶﾞﾔ旧本社地 OK ビルがｵｰﾌﾟﾝ｡

矢部(房)君…もう師走。何も手付かずで年をとる。

安藤君…クリスマスリセプションが本日より始まり、横須賀、

大野君、山本(三)…飲み過ぎに注意。

厚木と横田に行きます。
岩堀君…先月南アフリカ(レソト王国)の 9370 地区のロー

山本(三)さん…師走です。残り全力で駆け回りましょう。

