第２７９８回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №4 2020 年 8 月 6 日
例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15
例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
会長：匂坂祐二

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

幹事：森澤義一

事務所：逗子市桜山 6-3-29

TEL＆FAX：046-873-0226

第 5 木曜日 18:00

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

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

幹事報告

第 27９8 回
12:30

開会宣言
点鐘

例会プログラム

S.A.A

匂坂会長

ロータリーソング斉唱
ゲスト・ビジターの紹介
会長の時間
幹事報告

来信・告示事項

委員会報告
出席報告
ニコニコ BOX 発表
13:00

卓話・プログラム
羽隅弘治会員・松本将平会員
「イニシエーションスピーチ」

13:30

閉会宣言
点鐘

到着物：ロータリーの友７月号、ガバナー月信
１２号（昨年度の最終版）、ガバナー月信１号（メ
ールにて配信）
週報：横須賀西 RC、横須賀北 RC、鎌倉 RC
開催案内：7/19(日)例年開催しております米山クリーン
キャンペーンは中止。但し米山奨学生オリエン
テーションと懇親会は３密を避けての開催。
その他：・7/10（金）タウンニュースに匂坂会長が第６
０代会長就任として掲載。
・湘南の凪の会報到着。
・古墳便り４６号到着。
委員会報告 村松雑誌委員長：今月のロータリーの友も
読みごたえがあります。是非ご一読願います。
菊池研修委員長：本日例会後に新会員歓迎会開催致しま
す。皆様是非ご参加お願いします。
松田研修副委員長：本日、新会員セミナー開催しました。
ご参加頂き、ありがとうございました。

S.A.A

匂坂会長の時間

匂坂会長

福嶋元会員が７月１０日にご逝去されま
した。謹んでお悔やみ申し上げます。

予
8 月 6 日(木)
8 月 13 日(木)

12:30

卓話

定

本日は、例会前に新会員及び入会３年未満を

イニシエーションスピーチ

対象とした、第１回新会員セミナーが開催さ

（羽隅弘治会員・松本将平会員）

れました。新会員の皆様が早く逗子ロータリ
ークラブに慣れていただき、積極的に例会などに参加し

休会

てもらいたいと思います。また会員の皆様には、新会員の
8 月 20 日(木)
８月２７日(木)

方々にお声をかけて色々と話しをしていただきたいと思

家族同伴納涼会
12:30

卓話

会員増強・退会防止ミニフォ

います。本日は、例会後に新会員の歓迎会を開催しますの
でお時間がある方は是非ともご参加お願い致します。さ

ーラム（松井委員長）

９月３日(木)

12:30 卓話

イニシエーションスピーチ

９月 10 日(木)

12:30 卓話

未定

て、本日の卓話でありますが、会員でもあります、桐ケ谷
市長の卓話であります。一昨年１２月、ピンチをチャンス
に財政再建の公約を掲げ、市長になられてから、２年目の
年となりました。桐ケ谷市長もおっしゃっておりました

財団ニコニコ

： 桐ケ谷、森澤

各＄１０

米山ニコニコ ： 桐田、桐ケ谷、森澤、川上

各 1,000 円

2797 回 例会記録 2020 年 7 月 16 日
出席報告：会員数 49 名（出席免除 3 名）
出席者：32 名 65.3％

前回修正後

59.57％

メークアップ：地区委員会、新会員研修セミナー

が、この２年目が重要な 1 年だと私も思います。財政再
建については、ひとつの目標であった財政調整基金も早
期に１０億円を超え、財政対策プログラムを終えること
ができましたが、今年、市内各所で起こった崖崩れや新型
コロナウイルス感染症の影響でまた、厳しい財政運営、逗
子市のかじ取りを担うことになりました。本日は、桐ケ谷
市長から、逗子市の新型コロナウイルス感染症対策また、
市政全般についてお話いただきます。本日も宜しくお願
い致します。

【新会員セミナー開催】
初めに「令和 2 年 7 月豪雨」で被災された
日本各地の皆様にお見舞いを申し上げます。
さて、皆さんご存知でしょうか？本来なら
昨日今日がピーヒャラ、テンツク♪逗子のお
祭りでした！市長になり１年半、何と大小 8
ヶ所も崖崩れがありました。特に池子の事故
（２月）では地権者との交渉は難航すると判断、市税を投じ
て工事を行うことを即決しました。
新型コロナですが、早々に市役所に総合窓口を設置しまし
た。コロナ情報の市民への告知はホームページやメールでは
的確に伝わらないと考え、全世帯に月 2 回黄色いチラシを
直接届ける事にしました。
特別定額給付金（10 万円）申請書発送は県で一番乗りの
予定が綾瀬市、南足柄市に僅差で抜かれ 3 位。一方、支給
済み率は現在 98％で県下トップクラスです。逗子市独自の
事業者給付金利用は、
「自粛給付金 20 万円」は法人 336
社、
「応援給付金 10 万円」が法人 410 社、フリーランス
159 人で予算 2 億円に対し執行 1.25 億円です。
法人や個人事業者に対する支援の要は「市役所から目が届
いています、見捨てないですよ」のメッセージを送る事だと
考えています。
逗子市独自の PCR 検査は５月に開始しました。本市の感
染確認者は 5 名、県で 2 番目に低い数字です。心配なのは、
高齢者が知らぬ間にコロナに感染してしまう事と高齢者施
設などのクラスターの発生です。ワクチンが出来るまで皆で
頑張りましょう。
逗子海水浴場は今夏不設置ですが海岸組合やマリン連盟
と協定を結び、住民自治会とも良い関係にあります。また、
逗子のビーチには外国人が多いので注視を続けます。
コロナ対策はスピード感、先手必勝、現場主義が重要で不
思議とクレームがありません。
今後はプレミアム商品券と弱者対策を推進します。働き方
改革でワーケーション（＠逗子会館）の推進を大手企業と行
っていますが、反響は大きいです。
コロナの影響で県内の不動産に新しい動きがあります。コ
ロナはピンチですが逗子にとってある意味チャンスかも知
れません。皆さん前を向いて頑張りましょう。
ご清聴有り難うございました。
(記録：稲垣 正)

新会員セミナー開催にあたり、
菊池研修リーダーが司会し、新会員
を含む 20 名が参加。クラブ概要、
組織図、年間プログラムなど基礎を
説明し、松井委員長からはクラブの
伝統と魅力を、森澤幹事からは入会当時のエピソー
ドを故桐ヶ谷利美会員の想い出を交え語って頂い
た。

【表彰】
ポールハリスフェロー５回 湊屋会員
第１回米山功労者 清水惠子会員

【７月のお誕生日】プレゼントは葉山野菜

【19：30 より新会員歓迎会開催】
松田副委員長の司会
羽隅弘治会員（2020.1.23 入会）
松本将平会員（2020.6.18 入会）
川上 敦会員（2020.6.18 再入会）
桐ケ谷覚新会員（入会 3 年未満）
が紹介さ
れ、会員の
間に入り席
替えをしな
がら和やか
に交流を深
めた。

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥５３,０００
累計 ￥１６０,０００
０００
匂坂君…本日は新会員セミナーお疲れ様でした。
新会員の 山科君、橘（克）君、藤吉君、大野君、服部君、徳永君
歓迎会、皆様ご参加宜しくお願いします。桐ケ谷市長卓
話宜しくお願いします。
森澤君…今日は新会員セミナーを開催しました。新会員歓
迎会も宜しくお願い致します。
桐ケ谷君…コロナ増大しています。注意しましょう。
村松君…新会員の皆様研修ご苦労様でした。
山本（由）君…新会員の皆様これからも宜しく！！誕生祝
を頂いて感謝！！
鈴木（久）君…今夜もよろしくお願いします。
橘（武）君…新型コロナウィルスの感染者が止まらない。
1 日 1000 人も近い？
鈴木（安）君…新入会員セミナー段取りうまく行ったねー。
村田君…カラ元気してます。
山口君…お世話になります。
湊屋君…やっと暑くなってきましたね。
三宅君、松田君…本日はよろしく願います。

…桐ケ谷市長卓話宜しくお願いします。
矢部（房）君…桐ケ谷市長卓話宜しく。又、新会員歓迎
会ご苦労様です。
松井君…桐ケ谷市長卓話宜しくお願いします。菊池研修
リーダー新会員研修お疲れ様です。
桐田君…早く人にうつして風邪治したいです。今日は
36 度 7 分です。
菊池君…桐ケ谷市長ようこそ。本日は新会員歓迎会よろ
しくお願いします。
清水（惠）さん…福嶋さん、残念です。とても寂しい。
横山君…昨日は負けた～。
稲垣君…新入会員の皆様入会おめでとうございます。
川上君…新再入会御礼。誕生日感謝です。
古畑君…研修会、勉強になりました。
羽隅君…新入会員研修ありがとうございました。

