
【出席報告】  会員数 48 名（出席免除４名）        

出席者 30 名 出席率 63.82%            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

今日はビジターとして、鎌倉ロータリー

クラブの菅原パストガバナーが来られてお

ります。後程、お話をお願いします。又、

今日は葉山町長・山梨崇仁様に将来の逗子

葉山像と題しての卓話をお願いしています。

宜しくお願い致します。 

 11 月はロータリー財団月間です。会員

の皆様、一人 150＄以上のご寄付を宜しくお願い致します。今

週の月曜日と火曜日の 2 日間、姉妹クラブの京都紫野ロータリ

ークラブ今年度会長の堀村会長へ、逗子クラブの名誉会員の推

戴状を持参して表敬訪問に行って来ました。私と鈴木副会長、

松井会員、三宅会員、大野次年度会長エレクト、清水幹事の 6

名で訪問し、例会に出席して来ました。 

 夜は紫野ロータリーの皆様とカラオケ大会に参加しました。

カラオケ同好会で毎月1回カラオケ大会を開催しているとの話

でした。スナックで 18 時に皆様集合して、まずお弁当を会員

の皆様全員でいただき、その後、同好会会長のカラオケで始ま

りました。会長は今年 94 歳の高橋浩明会員で、5 曲も歌って

おりました。大盛り上がりで、11 時近くに終了致しました。

逗子ロータリークラブでもカラオケ同好会を作り、2 か月に 1

回位開催して会員の親睦を深めようと帰りの新幹線の車中で話

し合いました。以上会長の時間を終わらせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

清水幹事 到着物：ロータリーの友 11 月号 

11 月ロータリーレート：＄１=112 円 

開催案内：・11/7（水）18時 00 分～ 会長幹事会 

於：紫―ゆかり  ホスト：鎌倉中央 RC 

逗子市・地域関係：・12/11（火）10 時嘉新 15 時 

   「みどりの実践団体交流会研修会」 

    於：湘南海岸公園サーフビレッジ 

・古墳だより 37 号到着 

委員会報告 村松雑誌委員長：ロータリーの友 11 月号よ

り是非読んで頂きたいものを抜粋致しました。是非ご

一読下さい。 

矢部（光）財団委員長：11 月はロータリー月間です。お

一人＄150 のご寄付を皆様にお願い致します。 

岩堀親睦委員長：本日、例会終了後に委員会開催致します。 

  委員会の皆様のご出席をお願い致します。 

松田親睦ゴルフ委員：11/21（水）京都紫野 RC の皆様

と親睦ゴルフを行います。皆様のご出席をお願い致し

ます。 
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幹事報告 

―2732 回 例会記録 2018 年 11月 1 日― 

山本会長の時間 

財団ニコニコ 岡本  ＄200    矢部（光） ＄100 

       菊池、北島、矢島、桐ケ谷、中根  各＄10 

米山ニコニコ 船津、矢部（光）、菊池、北島、桐ケ谷 

  各 1,000円 

― 11 月はロータリー財団月間です ― 
★ロータリー財団への寄付目標 

1 人 150 ドル以上 

  御協力、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

逗子ロータリークラブ Weekly Report 

11 月理事会 

・10/21（日）市民祭り決算報告→承認 

・予算執行状況報告→承認 

・指名委員会設置について→11/17（土）18 時 30 よ

り海狼にて開催。→決済亭 

・忘年会 12/20(木)について…本日委員会を開催。 

         →継続審議 

・新年会 1/17(木)について…本日委員会を開催。 

         →継続審議 

・第 2 グループ I.M.について…テーマは「クラブを繋ぎ会

員の親睦を高めよう」。実行委員選出は継続審議。次回

は会長・幹事が出席。 

・京都紫野 RC 懇親会費について…10 万円を懇親会費と

して出す。   →承認 

・その他報告事項…ソロプチミストより、逗子 RC と共催

でチャリティコンサートを行いたいとの提案あり。 

会 長◆山本 由夫 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一 

副会長◆福嶋 謙之輔 

    鈴木 安之 

幹 事◆清水 惠子 

ＳＡＡ◆矢部 房男 

会計◆岡本 久 

直前会長◆村松 邦彦 

会報委員長◇宝子山 泰久 

本日の進行（12:30） 
細野 裕氏（元校長） 

「中学校再建の裏話」 

―次回のお知らせ― 

11 月 15 日(18:30) 

於：カンティーナ 

 葉山 RC合同例会 

三浦 豪太氏 

（プロスキーヤー、医学博士） 

「エベレスト登頂」 



これらを踏まえて逗子・葉山のあるべき姿を考え、「西海岸」

ブランドで世界標準の町へ掲げる。 

①2013年今年こそ行きたい世界の厳選ビーチ 100において

国内では沖縄の慶良間諸島にある阿嘉島と一色海岸が選

ばれた。 

②持続可能な開発目標（SDGs） 

  →葉山町としても絡んで世界標準の町へしていきたい。 

③逗子・葉山ではヨットの多くの国際レースが行われている 

④インスタグラム公式アカウントから現在全国自治体１位の

「いいね」をもらっていて、色々な企業とコラボしている。  

⑤葉山は日本ヨット発祥の地である。 

⑥高質な、地域を愛してくれる訪日旅行者を迎えるべき。 

⑦町として環境を考えて行きたい事とフォルクスワーゲンの

電気自動車アピールが一致して協定が結ばれた。フォルクス

ワーゲングループジャパン社長ティルシェア氏曰く、葉山は

「我々をイメージさせる西海岸だ」との事から、海外の人か

ら見た葉山のイメージであると感じた。 

⑧東京オリンピックを踏まえて英国王立ヨット協会との協定

締結。 

⑨町民語学ボランティアが大活躍していただいている。→世界

との交流ができて賞賛の声が上がっている。 

➉１万人以上のフォロワーを持っている女子達に無料で旅行

を提供し彼女達が持ち帰った画像を基に商品開発している

HIS(旅行代理店)の国内ツアー商品、旅する女子のための「タ

ビジョ」に取り上げられた。（葉山・逗子・鎌倉を歩く） 

・逗子と葉山は全国１９００自治体中２０～３０番目に日中の

人口が少ない事から家族と共に「休日を葉山で過ごそう」を

政策テーマの１つにしている。 

・「いつかはクラウン」を引用して、「いつかは葉山」を政策テ

ーマの１つにしている。 
・最後に、行政では手の届かないところに皆さんと一緒に磨い
て、素晴らしい世界から憧れる町に導きたいと言って卓話を
終了しました。 

                    担当：横山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来の逗子葉山像 

ニコニコＢＯＸ 本日合計  ￥３９,0００   累計 ￥７１６,０0０ 
 

山梨 崇仁氏 （葉山町長） 

菅原光志様（鎌倉 RC）…お世話になります。 

山本（由）君…京都紫野ロータリークラブへの表敬訪問無事に

行って来ました。山梨町長卓話よろしくお願いします。 

清水さん…山梨町長ようこそ。京都紫野 RC 表敬訪問無事終わ

りました。 

安藤君…早いものだ。11 月に入りました。 

村田君…いい日は少ないね。すぐに冬だよ。 

船津君…茅ヶ崎町長スピーチよろしく。 

矢部（光）君…山梨崇仁葉山町長をお迎えして、卓話よろしく！ 

橘（武）君…今日から 11 月、葉山町長ようこそ。 

矢部（房）君…山梨葉山町長卓話宜しくお願いします。菅原パ

ストガバナーようこそ！！ 

山科君…葉山町長をお迎えして。 

村松君…朝夕冷え込みます。健康に気をつけましょう。卓話楽

しみです。 

 

松井君…山梨町長スピーチ宜しくお願いします。菅原パスト

ガバナーようこそ。 

山口君、三宅君、菊池君…山梨町長ようこそ。 

石田君…菅原 PG ようこそ！！山梨町長ようこそ！！葉山

の未来案よろしく！ 

藤吉君…寒くなりました。 

桐田君…京都訪問ご苦労様でした。 

岩堀君、北島君…葉山町長卓話楽しみにしています！ 

岡本（久）君…寒くなりました。身体がついていけません。 

桐ケ谷君、山本（三）さん、矢島君、大野君、松田君、匂坂

君、岡本（一）君、中根君…山梨町長、本日卓話宜しくお願 

  いします。 

横山君…昨日はゴルフに行かずに、東京ツアーでした。20

ヤード位で世界のホイッスルボイス聞いてきました。 

 

桐ヶ谷会員の紹介で葉山町長：山梨崇仁氏を

招き、卓話をしていただきました。これから

の「葉山の姿」という題目でスライドを使い、

自身が大好きな統計の数字を用いて発表しま

した。先立って、葉山町は交通インフラの関

係で逗子駅中心に成り立っているところがあ

るので逗子と葉山の連携は重要としてまずは

葉山町の紹介から始まりました。 

 
１．葉山町は狭い道が多く危ないので、横須賀市と京浜急行が

推し進めている”三浦半島を自転車で走ろう”には賛同してい

ない。 

２．逗子市とは福祉、介護、医療、ゴミ処理などで連携してい

る。堀内にある CABaN (カボン)を京急の女子旅きっぷで紹介

し、話題となっている。今後は逗子市と連携して葉山町行政と

しての発信をしていきたい。（逗子マリーナ、披露山公園等） 

３．人口推移（住民票より引用）は２０１８年 33200 人と２

０１３－１４年にピーク時より－600 人だけで横ばいである

のは逗子市と同じである。 

３－２．人口減少の対抗策として福祉の充実、医療費がかから

ない等で他からの転入を増やす事に対し、逗子葉山は違った方

法でやりたいと思っている。 

 ４．葉山町強み・弱みのアンケート結果 

 強み１位自然環境が豊かである２位「葉山」というブランド

力がある ３位治安がいい  などなど 

 弱み １０～２０代のひとは逗子・葉山を知らない 

５．逗子・葉山はお金持ちが多い：１人当たりの納税額多い 

  全国１位港区２位千代田区３位渋谷区４位芦屋市 中略 

   １４位 鎌倉市１７位 葉山町 ２２位 逗子市 

６．東京都以外の町村で社長数が多い  １位 葉山町 

７．高齢化率（県内３３自治体中）：11 位葉山町 12 位逗子市 

８．医療費（１人当たりの少ない順）：1 位葉山町 24 位逗子市 

９．ごみの資源化・減量化：平成２６年に全戸戸別無料収集を

行って以来リバウンドなしで右肩上がりに伸びている 

１０．人口比に見る刑法犯認知件数（少ない順） 

  １位 葉山町 …御用邸があるので警備上当然である 
   15 位 逗子市 

まとめると：逗子・葉山は所得がかなり高い方が多い 

  高齢化がやや進んでいるももの、健康な方が多い 

  ごみの分別から見て、行政に協力する公共心、民度が高い 

  治安がよい 

 

 

https://search.yahoo.co.jp/wrs/FOR=Qg0tVnBV3iizwKqGDbZTpw.043sQuOioo7QZuJuRJgQqtYuYzaZtAfEjnc3X0s95QMasW8GonqdVEd5pkoGIDGBaw2sSwPIdmAqVB8LtHqlJs_d9c1F9DSiKj6rGsX1.PKCbjBmUcRk22ThZRXo9ImjOZu7RD9Ep8gP8TKh2XxlZTxN2OWAg7yFhqmKIGsvA1esmovIFT9oh9TX1fITMGFfXdthZ7B0tCr5s_Lv_vJAej2cVmCbBPA--/_ylt=A2RC2VQuxt5b_BMATlaDTwx.;_ylu=X3oDMTEyMmlmNjZjBHBvcwMzBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDA0NDE-/SIG=12bqfs8ob/EXP=1541427182/**https%3A/retty.me/area/PRE14/ARE40/SUB3402/100000799881/

