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─ 2543 回 例会記録
藤吉一哉 会長の時間
本日は、多くのビジター・ゲストにお越
しを頂いています。鎌倉ロータリークラブ
会員、野村佳史会員、ゲストとして、日本

2014 年 9 月 18 日 ─
報告
・週報受領：鎌倉中央 RC 横須賀北 RC
・インターアクト年次大会

11:00～立花学園高校

・社会奉仕委員会桐田副委員長：10/5

第 11 回ビーチバレ

ー大会開催、高尾プロ、浦田プロを招へい。100

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ神奈川連盟湘南地区逗子第 1 団団
委員

11/23

円カレーを 250 人分販売の予定、8 名程度の手

諸星朋子様、日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ神奈川連

伝いが必要（若手）
、また 1 チーム（４名）を

盟湘南地区逗子第 2 団団副委員長 山中義

編成して出場したいので、奮って参加をお願い

夫様、ガールスカウト日本連盟神奈川県第

したい。10/19 市民まつりでの綿菓子のチャリ

39 団リーダー・藤江美嘉様、逗子葉山青年会議所理事長・田中

ティーでもご協力をお願いします。

健様、副理事長・松倉和則様です。後ほどご挨拶を頂きます。
昨日は、天候にも恵まれて、ロータリークラブ親睦ゴルフ大
ビジターの野村佳史会員
逗子 RC の活力を頂きた
いと。
（鎌倉 RC）

会が開催されまして、優勝は、初出場の森澤会員でした。おめ
でとうございます。毛利先輩にもご参加いただきまして、楽し
くゴルフができました。３０代から９０代の会員が一緒にでき
ることとても素晴らしいことだと思います。今、ロータリーク
ラブは少しずつ変わろうとしています。大きいテーマの中で、
公共イメージを向上しようという動きがあります。事業におい

９月のお祝い
出席者はいずれも 奥様誕生日・結婚記念日祝いの会員

て同じフィールドに立って一緒汗をかくことが大事だと考え

これからも奥様を大事にしたい・・との弁。

ます。すぐには、変われませんが、数年たってだんだんと変わ
っていくものだと思います。地域の中でロータリーがどれだけ
知名度があるか、そんなにはありません。知名度を上げるため

三
宅
会
員

匂
坂
会
員

松
田
会
員

に、今、ロータリーは頑張って活動しています。まずは、今日
お越し頂いています皆様とパイプを太くしていきたい、皆様の
事業のお手伝いをさせていただきたいと思います。お互いに協

広島土砂災害義捐金 計￥44.500 を地区に送金

力をし合い、今後ともやっていきたいと思います。

例会にての浄財￥20.000+ニコニコ国際奉仕￥24.500

【ゲスト】ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ逗子第 1 団・諸星朋子様、逗子第 2 団・山中義夫様、ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ神奈川県第 39 団・藤江美嘉様
逗子葉山青年会議所・田中健様、松倉和則様
【ビジター】鎌倉 RC 野村佳史会員
【出席報告】会員数 49 名(出席免除 6 名)
出席数 26 名：出席率 57.78%
前回修正出席率 60.87％

日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ神奈川連盟湘南地区
逗子第 1 団 団委員 諸星朋子様

ガールスカウト日本連盟神奈川県
第 39 団 リーダー代表 藤江美嘉様

スカウト数は、本年４月１日現在、４０名昨年

２５年度の団のテーマは「広げよう友達のわ」

比１名増加しました。指導者も２名増加し、団

でした。ここ数年、スカウトの人数も減少傾向

の総数として、３名増の６５名になりました。

にありましたので、スカウト１人１人が仲間を

今年の夏のキャンプは、小学６年から中学３年

増やしたくなるような活動を心がけようとこの

までのボーイ隊のスカウトは、逗子２団さんと

テーマを掲げました。おかげさまで、２５年度

合同で 5 泊 6 日のキャンプを行いました。
また、

は、新しい仲間を１０人増やすことができまし

小学２年から小学５年生までのカブスカウト

た。夏の八ヶ岳でのキャンプでは、突然の雷、

も、相模湖での舎営を行いました。夏休みの最後には、披露山

大雨、そして大粒のヒョウが降り、炊事場・トイレ等の施設が

本部で団全体の、団営火とよんでいるキャンプファイヤーを行

停電となり真っ暗なキャンプ場になってしまいました。大泣き

い、この夏の締めくくりとしました。このように充実した活動

するスカウトをみんなで励まし、恐怖を乗り越えることができ貴

を今年も展開してこられておりますこと、ロータリークラブの

重な体験ができました。今後の展開としまして、もっと地域の

皆様方の温かいご支援があればこそと、心より感謝申し上げま

イベントや活動のお手伝いや参加できる場所を展開できたらと

す。

考えております。今後ともご指導の程、宜しくお願い致します。

日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ神奈川連盟湘南地区
逗子第 2 団 団副委員長 山中義夫様

（一社）逗子葉山青年会議所
田中 健 理事長・松倉 和則 副理事長

数年前から１団との合同活動となったボーイ

２０１４年度は、スローガンに「愛するまちのために～ひとす

隊活動は順調で、２団の団活動でも１団のボー

じの光たれ～」を掲げ、メンバー２３名で活動

イ隊が参加してくれることで、若年スカウトに

しております。本年度は、創立５０周年の節目

良い影響が出てきております。１１月は、久木

の年を迎えました。今年も継続して、陸前高田

の里山で地域の方々のご支援により３団で芋

市への復興支援事業を開催し、８月に中高生２

ほりを体験しました。１２月は、逗子市のファ

７名を現地に連れていき、陸前高田市長の話を

ミリースキーに参加しました。夏のキャンプは、

直接伺い、命の尊さや家族の絆を肌で感じまし

カブ隊が三浦ふれあいの村で２泊３日、ボーイ隊は湯田中で４

た。また、９月６日に創立５０周年記念事業と

泊５日のキャンプを行いました。８月末には感謝祭として、団

して、
「逗子葉山こども未来カンファレンス～海

本部でのミニハイクに始まり、流しソーメン他の食事の後、団

を感じて考えよう～」を葉山の海で青少年を対

営火を行い、去りゆく夏の一日を満喫しました。今後とも変ら

象とした事業を開催しました。これからも青少

ぬご支援の程、宜しくお願い致します。

年の育成、まちづくり、ひとづくりに取り組ん
でまいります。今後ともご支援ご指導の程、宜
しくお願い致します。

■ニコニコＢＯＸ

本日合計 ￥３６．０００

担当：匂坂祐二

累計￥４４７．０００

田中健様、松倉和則様（JC）…本日はよろしくお願いします。

桐田君…先日金時山に登ってきました。

野村佳史君…藤吉年度の盛り上がりに参加させて頂きたくおじ

森澤君…昨日のゴルフコンペで優勝させて頂き有難うございます。

ゃま致しました。

松田君…遅れてすみません。

藤吉君…ゲスト・ビジターの皆様、本日はようこそ。

寺嶋君…久々に夜間例会に出席できて嬉しいです。

山口君、松井君、山本(三)さん、岡本君、匂坂君、大野君…ボ

毛利君…暑い夏もやっと終わりました。

ーイスカウト、ガールスカウト、JC の皆様ようこそ。

山本(由)君…秋らしくなってきました。

よろしくお願いします。

鈴木(安)君…虫の音が涼しさを感じさせる季節となりました。

矢部(光)君…BS、GS、JC の皆様、日頃の活躍、ご苦労様です。

矢島君…涼しくなってきましたね。体調に気を付けましょう。

宝子山君…BS、GS、JC の皆様、日頃の活発な活動に拍手。

草柳君…秋が急に気を鵜です。南太平洋には台風発生、ご用心。

村松君…秋らしくなってきました。新世代からの報告よろしく。

篤

三宅君…結婚・妻の誕生祝をしていただいて。

村田君…夏は去りぬ！？

臼井君…例会時の BGM、イイデスネ。

君…このまま涼しくなると良いですね！
又正月だよ。

