
財団ニコニコ 山本（由） 菊池 各＄20 

       匂坂 ＄10 

米山ニコニコ 大野 20,000 円 鈴木（安）10,000 円 

臼井 5,000 円 

船津、矢部（光）、菊池、匂坂 各 1,000 円 

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp 

Website:http://www.zushi-rc.com/ 

本日の進行（12:30） 

草柳 博会員 

「小坪の今昔について」 

―次回のお知らせ― 

10月 19日 

（18:00～22:00オープン） 

100％出席例会 於：哉吉 

10 月理事会報告 

・10/15 逗子市民まつりについて 予算案    承認 

・10/19 出席率 100％出席達成例会について 予算案 

     18:00～22:00 当日会費 2.000 円 承認                    

・11/19 葉山 RC との合同例会について カンティーナ

で行う。ゴルフは葉山に確認。   継続審議 

・11/30 社会奉仕フォーラムについて          

     海狼にて行う。内容は未定。     継続審議 

・10/16 京都紫野 RC 表敬訪問について  村松会長・ 

匂坂幹事・菊池直前会長・山本由会長エレクト 

京都紫野 RC 逗子への訪問は来年との報告有り                  

・12/21 忘年会について 

     湘南 OVA にて行う。内容は未定。  継続審議 

・備品として綿菓子機・プロジェクターを購入予定 承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨夜は中秋の名月、十五夜でした。少々

雲がかかっていましたが、秋を感じさせる

風情がありました。 

１０月１日（日）快晴の下、第１４回ビー

チバレーボール大会が逗子バレーボール

協会の共催を得て開催されました。例年通

り高尾プロ、坂本プロ、宮川プロ３人の出

席を得ました。参加チームは中学生の部２４チーム、一般の部

２８チーム、合わせて５２チームの総勢２０８名で熱戦を繰り

広げました。優勝は「ＴＥＮＫＡ・Ｂ」チームでした。前夜祭、

当日、打ち上げとご協力いただきました会員の皆さんに感謝い

たします。 

 さて今月は米山月間です。臼井会員から「ロータリー米山奨

学会事業について」の卓話をしていただきます。米山奨学によ

り多くの留学生が生まれ世界で親交を深めています。以前もお

願いした通り地区からの要請お一人２万円以上の貢献をお願い

いたします。逗子ロータリーは実績が乏しく２０１６年～１７

年度は一人 14,264 円、71.32％の状況です。第 2 グループ

では下位から 2 番目でした。2780 地区の全体の平均は一人

20,566 円です。どうかお酒を一回削って貢献していただくこ

とを切にお願いいたします。 

 

 

匂坂幹事 到着物：ロータリーの友 10 月号 

開催案内：・10/10（火）会長幹事会 於：「寿し勝」 

      18:00～ 鎌倉大船 RC ホスト 

・10/14（土）第 5 回ｲﾝﾀｰ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会/ｱｸﾀｰｽﾞﾐｰ

ﾃｨﾝｸﾞ 13:00～ 於：第１相澤ビル 8 階 

・11/14（火）第 51 回神奈川県ロータリアン親睦テ

ニス会（上野杯） 9:30～ 於：湘南ローンテニ

スクラブ 

       ・10/15（日）逗子市民祭り 9:30～ 第一運動公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報  告 

村松会長の時間 

【出席報告】会員数 51 名（出席免除 4 名） 

      出席者 30 名 出席率 61.22% 

 No.14 2017 年 10 月 12 日 

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 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 

会 長◆村松 邦彦 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆山本 由夫 

副会長◆松井 一郎 

    藤吉 一哉 

幹 事◆匂坂 祐二 

ＳＡＡ◆橘 武 

会 計◆岡本 久 

直前会長◆菊池 尚 

会報委員長◇宝子山 泰久 

委員会報告 藤吉社会奉仕委員：・ビーチバレーのご参加、

ありがとうごいざました。今年は地区補助金を使えま

して、感謝申し上げます。来年は第 15 回となります

ので、盛り上げていきたいと思います。 

  ・10/15（日）は市民祭りです。今年も麻薬撲滅、エ

ンドポリオの募金活動を致します。また、お弁当も用

意しますので、お弁当、参加の可否を回覧にてお知ら

せ下さい。また、綿あめ 100 円、ソフトクリーム

300 円でのご提供も行う予定です。沢山の皆様のご

参加お願いします。 

福島雑誌委員：今月のロータリーの友から抜粋いたしまし

た。今月は米山月間です。手に取って是非ご覧くださ

い。 

本日はお願いに上がり

ました。来年の地区協

議会宜しくお願いしま

す。お手数おかけしま

す。お互い協力して盛

り上げていきたいと思

っております。 
本日のビジター 

地区研修副委員長 加藤盛久様（茅ヶ崎湘南 RC） 

地区研修委員   佐藤祐一郎様（津久井中央 RC） 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
加藤様（茅ヶ崎湘南 RC）…地区研修委員として例会にお邪魔

しました。来年の地区・研修協議会では色々お手数をおか

けしますが、宜しくお願い致します。 

佐藤様（津久井中央 RC）…地区研修協議会では御世話になります。

ちなみに津久井中央RCは山本淳正PGの時にできたクラブです。 

臼井君…本日米山の話よろしく！ 

村松会長…ビーチバレー大会ご参加ご苦労様でした。 

匂坂君、三宅君、石田君…地区研修委員会の加藤様、佐藤様、

ようこそ。 

藤吉君…ビーチバレー大会お疲れ様でした。 

安藤君…沖縄は毎日 32 度で暑かったので、オリオンが旨かっ

たです。 

船津君、山口君、山科君、菊池君、川上君、大野君、松田君…

臼井さんスピーチよろしくお願いします。 

矢部（光）君…米山奨学会・財団設立 50 周年、外国人留学生

に支援する奨学事業にご協力を！ 

矢部（房）君…地区研修委員加藤様、佐藤様ようこそ。来年の

地区協議会宜しくご指導下さい。 

宝子山君…雲の切れ目から見えた昨夜の「仲秋の名月」感動的

でした。 

草柳君…朝夕涼しくなりました。6 日が癒しの名月です。 

桐田君…朝晩涼しくなり、過ごしやすくなりましたが風邪を引

かない様！！ 

山本（由）君…ビーチバレー大会お疲れ様でした。横山、中根

チーム 1 回戦突破 2 回戦敗戦残念。 

山本（三）さん…地区研修委員会加藤様佐藤様ようこそ逗子ク

ラブへ。ビーチバレーお疲れ様でした。 

横山君…毎年のビーチバレー参戦していますが、ロータリーチ

ームでの初勝利できました。 

小西君…過ごしやすい気候となりました。日本の秋を堪能した

いと思います。 

清水（惠）さん…ビーチバレー、ロータリーチーム 1 回戦勝利

おめでとう！！ 

清水（信）君…もう 10 月になりました。月日が過ぎるのは早いです

ね。 

大下君…ビーチバレー来年は体が動かないですが参加したくなり

ました。

 

「ロータリー米山奨学会事業について」 臼井 浩会員 

ニコニコＢＯＸ 本日合計    ￥３３,０００  累計 ￥５４７,０００ 

毎年 10 月は米山月間となっております。クラブ会員はこの機会にもう一度認識し支援をお願いします。ロータリーの友 10

月号や米山だよりのコーナーに書いてありますので、新会員の方は読んでおいて下さい。 

 今日は、ＤＶＤをご覧いただき、その後ロータリー米山記念奨学事業豆知識の説明をいたします。 

 ・ ＤＶＤ視聴 

 ・ 豆辞典の説明 

内容は毎年バージョンアップしています。米山財団とロータリー財団がありますがこの違いは、米山は日本のロータリーが

共同で運営する奨学金制度で、日本で勉強する外国人を支援しようというもの。ロータリー財団の方は日本から外国へ行く留

学生を支援しようというもの、或いは交換留学生の支援です。交換で受け入れる場合は「ホストファミリー」を決め、日本で

の生活の手助けをします。米山の方は世話クラブ・カウンセラー制度があります。 

豆知識の 15 ページをご覧下さい。先日大谷ガバナーが来られた時に、このグラフを出されました。大体毎年 800 人くら

い奨学生を受け入れています。受け入れ国は、昔は中国、東南アジアが多かったのですが、最近はベトナム、バングラディシ

ュ、タイ、スリランカ、フィリピン、トルコ、エジプト、今の学友会のリーダーをやっているのはイランの女子学生です。米

山の奨学金を得た物は学友と呼ばれ、あちこちに学友会ができています。奨学金受けた方は受けっぱなしではなく、世界各地

で活躍しています。17～18 ぺージには巣立った学友について紹介しています。 

財源はどうなっているかは、７ページに出ております。最近は利子が少なく、寄附に頼っています。 

個人の寄付額は９～10 ページに出ております。当クラブの寄附の現状は、これまで 21 万 7 千円。伸びて参りましたが、と

ても 1 人 2 万円に達せていませんがご協力をお願いします。今年度寄付額 1 人 2 万円ということでよろしくお願いします。 

担当：清水 信行 


