
本日の進行（12：30） 
森澤義一会員「知っていそうで ？ な生

命保険の仕組みと相続･事業継承」個人編」 
―次回のお知らせ― 

11 月 20 日（木）於：哉吉 
18:00～24:00 (その間 36 分以上
出席の事) 出席率 100％例会 

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp   Website: http://www.zushi-rc.com/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 行 事 場所 

11

月 

13 日(木) 第 2 例会 卓話 森澤会員「生命保険の話 1」 カンティーナ 

14 日(金) 地区会員増強・維持委員会 三宅会員 ｱｲｸﾛｽ湘南 

18 日(火) 第 2G 会長・幹事会 葉山パーシェ 

20 日(木) 第 3 例会 出席率 100％例会 18:00～24:00 哉 吉 

23 日(日) 第 24 回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次総会 岩瀬・村松会員 立花学園 

27 日(木) 第 4 例会 卓話 森澤会員「生命保険の話 2」 カンティーナ 

12

月 

 1 日(月) クラブ研修リーダー研修会 松井・桐田会員 藤沢商工会議所 

 4 日(木) 第 1 例会 年次総会 上半期報告/下半期計画 カンティーナ 

11 日(木) 第 2 例会 各委員会 上半期報告/下半期計画 カンティーナ 

18 日(木) 第3例会 18:30 ｸﾘｽﾏｽ同伴親睦会 ｹﾞｽﾄDanrok 湘南 OVA 

25 日(木) 第 4 例会 休会  
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会 長◆藤吉一哉 

会長ｴﾚｸﾄ◆桐田吉彦 

副会長◆三宅 譲 

幹 事◆葉山太一 

ＳＡＡ◆山本由夫 

会 計◆市川 浩 

直前会長◆石田 隆 

会報委員長◇宝子山泰久 

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 

RID 2780 のテーマ Light Up Myself「自分自身に輝きを」 

─ 2550回 例会記録     2014年 11 月 6日 ─ 

 

 

        ★本日のゲストスピーカーはグラフィ

ックデザイナーの古賀様です。後程よろ

しくお願いします。あとお一方、逗子市

青少年指導員連絡協議会の小林会長に

は、１/25 開催の中高生ディベート大会

について説明をして頂きます。 

★理事会で 1 名の入会希望者（北島文之

氏・湘南 OVA）を承認しました。会員の皆様にはその旨ご

案内の封書が届きますので、よろしくお願い致します。 

★カンティーナが 12 月中旬より 3 月まで大改修を行う予定

で、その間は湘南 OVAに例会場を移動いたします。諸々の

事情を考えて決めました。逗子から少し離れますので、出来

るだけ会員の便が良いように考えて行おうと思っています。 

★100％出席例会では、色々な会員と交わり楽しんで頂きたい。 

藤吉一哉 会長 の時間 

ずし中高生ディベート大会 

1 月 25 日(日)開催（第 19 回） 

中学生の部 8 チーム×4 名 1 組 

高校生の部 3 チーム×4 名 1 組 

主催：青少年指導員連絡協議会 

協賛：逗子ロータリークラブ 

(入賞メダル 理事会で決定) 

報告：ロータリーの友 11 月号の紹介…橘(武)会員 

理事会報告 

☆10/5 第 11 回ビーチバレー大会報告：荒天中止でも支出

あり(前日よりプロの招聘等)。年度内に代替開催を行い

たい。決算書提出。 

☆10/19 市民まつり報告：会場参加者 63.800 人。募金

83.298 円。材料費の支出は昨年の持越しにより少な目。 

☆1/25 開催中高生ディベート大会への協賛決定。3 万円。 

☆12/18 忘年会：同伴クリスマス例会とする。湘南 OVAに

て、送迎バスあり。アトラクションはギターDanrok。 

☆次々年度会長・次年度理事に関する指名委員会：細則に

より設置された指名委員会 11/15(土)18:00～海狼にて。 

☆入会希望者 1 名を承認。会員に周知、一週間後に異議が

無ければ決定をその本人に通知する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤吉君、市川君、三宅君、桐ケ谷君、毛利君、山口君、岩瀬君、 

匂坂君、山本(由)君、船津君、服部君、大野君、矢部(房)君…古

賀様、スピーチよろしくお願いします。 

岩堀君、松井君、寺嶋君、宝子山君…古賀さん、卓話楽しみに

しています。 

桐田君…職業奉仕フォーラム、ご苦労様でした。 

菊池君…先週の職業奉仕フォーラム、ご参加あリガとうござい

ました。 

岡本君…久し振りの例会です。 

山科君…欠席が続いており、いけません。 

矢部(光)君…明日は立冬。だが台風 20 号の接近、まだ海面の

温度が高いのか？ 

村松君…紅葉のシーズン、日本の四季は素晴らしい。卓話楽し

みです。 

山本(三)さん…寒くなってきました。人肌恋しい季節です。 

安藤君…香港・台北と一週間掛けて廻って来ました。 

松田君…「yes we can」が「yes we can`t」by オバマ。 

 

ニコニコＢＯＸ本日合計   ￥３６．０００   累計 ￥７１６．０００ 

【ゲスト】 古賀賢治氏（グラフィックデザイナー） 小林寿志氏（逗子市青少年指導員連絡協議会会長） 

【出席報告】会員数 49 名(出席免除 6 名)  出席数 31 名：出席率 65.96%  前回修正出席率 58.70％ 

1953 年長崎に生まれ、1974 年 N.Y.に渡米しアー 

トワークを開始した。10 代・20 代での日本の郷土・ 

歴史・文化の勉強が重要であると海外に行って気が 

付いた。N.Y では、60 年代からの有名アーティスト・ 

政治家・社交界の人々に出会い、特に米国人に人気 

のあるロバートケネディ元司法長官の Jr には、後年 

日本で講演をしてもらっている。また、身内に被爆

者がいたことから、国連職員に協力を仰ぎ原爆投下の真実の研究も行った。 

 1992 年当時、難民が多く心を痛めていたのでアースサクセスコミッティを

設立し、国連難民高等弁務官事務所の支援を始めた。 

 1993 年、自身の代表作となる「シンボルオブピース（平和の象徴）」を発

表し、日本人として初めて作品が N.Y の国連本部にパーマネントコレクショ

ンとして展示されることになった。これは古切手のコラージュで、ルーマニ

アの独裁政権のもとで手紙が数少ない安心できる通信手段であったことをヒ

ントに制作したものである。 

1994 年、国際記念切手「国際防災の 10 年」に作品を提出し、国連切手デ

ザイン委員会の決定を経て選出された。翌年、20 世最後の国連記念切手とし

て N.Y･ジュネーブ･ウイーンの国連で販売され国連の収入に貢献した。 

最後になったが、マイケルジャクソンは 1992 年の東京ドームでのコンサー

トの際に知合った。ロックのスーパースターの顔とは別に、彼は当時より難

民問題の解決に向けての自身のプラン・戦略を持っており、年末の 11 日間を

夜通しかけて議論し、彼の頭の中にあるイメージを私が描写した。その際に

彼にスケッチも書いてもらった。スケッチに描かれた MJWWT（マイケルジ

ャクソンワンダーワールドオブトイズ）は、有色人種を先頭にスケート場で

スケートをしている子供たち、中央に大きなクリスマスツリー・噴水・満月・

花火・ジャンボトロンが描かれている。マイケルの思いをマイケルジャクソ

ン財団と連携して具現化したいと考えている。    （担当：岡本 久） 

 

古賀 賢治 氏 
  （グラフィックデザイナー） 

氏 


