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

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

本日の進行（12:30） 

広報・会員増強・ 

R財団米山 上半期報告・

下半期計画発表 

―次回のお知らせ― 

12月 21日(18:30) 

忘年会 
於：湘南ＯＶＡ 

 

米山ニコニコ 矢部（房）50,000 円 横山（健）17,000 円 

桐ケ谷、船津、矢部（光）、匂坂、松井、山本（由）、 

橘（武）、菊池、北島、森澤    各 1,000 円 

財団ニコニコ  菊池、臼井、匂坂、森澤、北島、桐ケ谷        

各＄10 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日は年次総会を開催します。去る 11

月 25 日（土）、会長ノミニーの推薦と次

年度の理事を決定する指名委員会が開か

れました。後ほどノミニーについては指名

委員会座長の鈴木安之会員より、次年度の

役員及び理事は山本会長エレクトより発表していただきます。

挙手により過半数で当選といたします。よろしくご審議下さい。 

 会長になり５か月が経過いたしました。１２月は忘年会を含

め残すところ３回となりました。皆様の協力を得て米山財団、

ロータリー財団、ニコニコと寄付の依頼をお願いし、出費も増

えたことと思います。ご協力に感謝いたします。しかし、まだ

少々不足しています。更なるご努力をお願いいたします。 

忘年会は 12 月 21 日（木）湘南ＯＶＡで開催します。北島会

員には何かとお世話になります。今日と 14 日は上半期の報告

と下半期の計画を各委員会から発表していただきます。準備を

よろしくお願いいたします。下半期はＩＭと地区研修協議会の

開催を控え、何かと多忙になります。今年もインフルエンザが

流行し始めたようです。皆様、予防接種はお済みになりました

か。寒さの折、健康にはくれぐれもお気を付けください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

匂坂幹事 到着物：・ロータリーの友 12 月号 

・ガバナー月信 12 月号 

国際ロータリー関係：12 月ロータリーレート：＄１=112 円 

お知らせ：2020－2021 ガバナーノミニー候補者告知 

     「久保田英男様 鎌倉 RC」他候補がある場合は、 

     12 月 14 日正午までにガバナー事務所へ提出 

例会変更：鎌倉 RC…12 月 26 日は休会 

その他：忘年会（12 月 21 日）の出欠回覧を回します。 

委員会報告 石田地区青少年交換委員長…平成 30 年派遣学生

9 名が決定致しました。今年の印象は比較的おとなしい子が多

いような気がいたします。又、現在イタリアに交換留学で滞在

中の学生が、原因不明の腹痛頭痛で帰国する事になりました。

地区委員会としてこのように各国の派遣学生達と連絡をとり活

動をしています。 

桐田 IM 実行委員長…会報に IM のお知らせを掲載いたしました

が、IM 実行委員会も始動しております。1 月 10 日に委員会行

いますので役員の方は宜しくお願い致します。 

大野青少年奉仕委員長…12 月 3 日ローターアクト年次大会 

（小田原）へ行って参りました。とにかく若いパワーで盛り上

がり、勢いのよいイベントで楽しかったです。 

横山親睦委員長…12 月 21 日忘年会のご案内をお送りいたし

ます。出欠のご連絡、及び、送迎バスの有無をお願いします。 

矢部（房）プログラム委員長…12 月 14 日夜に委員会を開催

致します。委員会の方は是非ご出席お願い致します。 

清水雑誌委員…福嶋委員長の代理でご報告致します。福嶋委員

長作成のロータリーの友 12 月からピックアップした推薦ペー

ジをご一読下さい。興味深い内容を抜粋してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

村松会長の時間 報  告 

 No.22 2017 年 12 月 14 日 

【出席報告】会員数 51 名（出席免除 4 名） 

      出席者 32 名 出席率 64.00% 

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 

12 月理事会報告 
・ビーチバレー大会報告    →承認 
・市民祭り報告：ポリオへ 25,000 円、麻薬撲滅へ 3,513 円

の寄付    →承認 
・1/18 新年会について：会費 5,000 円 家族 4,000 円、 
        ゲームは抽選会を行う予定  →承認 
・1/21 ディベート大会について：メダル他 31,420 円（前年） 
        協賛     →承認 
・2/10 IM について：開催案内資料の報告。テーマ「ロータ

リーの基本は職業奉仕だ！！」、登録料
7,000 円、  →承認 

・三浦半島クラッシックカ―レース後援依頼について：3/17  
                開催予定。後援名義、当日のお手伝いをする。 
               →承認 
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村松君…寒くなりました。健康に留意して下さい。 

匂坂君…師走に入り寒くなってきました。 

松井君…次年度山本予定者時次年度大野頑張って下さい。 

毛利君…健康であることの幸せに感謝。 

船津君、山口君、桐ケ谷君、横山（訓）君…よろしくお願いします。 

安藤君…風邪を引かずに頑張りましょう。 

矢部（光）君…会長ノミニーに大野宏一会員、次年度役員、理

事決定、大いに飛躍を期待！ 

矢部（房）君…師走となり忙しくなりました。 

臼井君…米山寄付引き続きよろしくお願い致します。 

山本（由）君…今年もあと 3 回の例会で終わりですネ！！いよ

いよ年次総会の時期です。 

草柳君…真冬到来、雪対策万全に。 

宝子山君…日々寒さが増し、持病の肺気腫は辛いです。 

桐田君…打ち合わせが有り早退します。 

菊池君…次年度体制のスタートおめでとうございます。 

服部君…すっかり冬ですね！ 

森澤君…今年もそろそろ終わりですね。ありがとうございました。 

岡本君…そろそろ本年の締めですネ！ 

大野君…12 月 3 日ローターアクト次年度大会（小田原）に参

加してきました。楽しかったです。 

矢島君、横山（健）君…次年度山本会長頑張って下さい。 

北島君…年末忙しくなりました。 

小西君…本日は空気は冷たいですが、良いお天気ですね。この

まま晴天が続いて欲しいです。 

清水（惠）さん…年次総会、次年度の役員理事が決まります。

よろしく。 

<クラブ奉仕委員会の報告> 

矢部担当理事…上半期はしっかり対応しました。下半期は IM、地区研修協議会もありますのでよろしくお願いいたします。 

       プログラム委員会につきましては、卓話、イニシエーションスピーチを行いました。会長の意向から文化的な

卓話を入れました。 

横山親睦活動・家族委員長…納涼会の開催、今後は忘年会、新年会、親睦旅行、最終例会とございます。 

草柳ニコニコ担当…1 日 4 万円、200 万を目指します。 

小西出席委員長…正確な数字の開示と 60％以上を目指します。 

<奉仕プロジェクト委員会の報告> 

森澤担当理事…社会奉仕としてはビーチバレーを実行しました。 

岡本職業奉仕委員長…上期 100％例会、2 月に職業奉仕フォーラムの開催、6 月に職場訪問を検討しています。 

安藤国際奉仕副委員長…シスタークラブとしてフイリッピン等を考えていきたい。 

大野青少年奉仕委員長…インターアクト年次大会への参加、来年度も参加したい。今後は台湾海外研修 2 名、一泊研修会 4 名。 

年次総会開催 2018-19 年度役員（★）・理事決定 

★山本 由夫    ★矢部 房男   石田 隆 

★大野 宏一    ★岡本 久    藤吉 一哉 

★鈴木 安之    ★村松 邦彦   矢部 光治 

★福嶋 謙之輔    松井 一郎   匂坂 祐二 

★清水 惠子     三宅 譲 

2019-2020 年度 
会長ノミニーに 
大野 宏一会員 

三宅年度に入会いたしまし

た。その時は大変、勢いの

あるクラブだと感じ、今思

うと、まさが私が会長にな

るなんてと思っておりま

す。どうぞ宜しくお願い致

します。 

村松会長…5 か月が経ち、あと 7 か月よろしくお願いいたします。 

山本会長エレクト…今後のために勉強してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

松井副会長…昼の副会長ですが、夜の副会長は藤吉会員です。 

匂坂幹事…折り返しで徐々に慣れてきました。後半は IM や地区研修協議会を開催しますのでよろしくお願いいたします。 

橘 SAA…例会が RC の基本であると、活動しました。RC の歴史についても掲示しました。 

岡本会計…適切な対応を心がけています。 

ニコニコＢＯＸ 本日合計  ￥３３，０００   累計 ￥８８８，０００ 

役員・クラブ管理運営委員会 上半期報告・下半期計画発表 

担当：大下 


