第２８０２回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №8 2020 年 9 月 17 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

幹事：森澤義一

第 2８０２回
18:30

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

開会宣言
点鐘

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

S.A.A

到着物：ガバナー月信 9 月号、メールにて配信
済。メール以外の方は受付にて。
13:00～

於：大巧寺

於：鎌倉芸術館

第２グループの方は全員出席可能です。

会長の時間

その他：・AG 訪問の日程が変更となりました。10 月 8 日

来信・告示事項

委員会報告：誕生日・結婚記念日祝
出席報告

19:30

幹事報告

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

・10/18(日)地区大会

ロータリーソング斉唱

19:00

TEL＆FAX：046-873-0226

開催案内：・10/9(金)12:30～会長幹事会

匂坂会長

幹事報告

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

から 10 月 1 日へ変更です。
委員会報告

大野 IT 委員長…本日夜 8 時より、IT 委員会を

ニコニコ BOX 発表

ズームにて行います。来週からズームと例会場で

卓話 プログラム

のハイブリッド例会を開催する予定ですので、委

川上敦会員「イニシエーションスピーチ」

員会ではそれを議題に色々と試してみようと思い

閉会宣言

ます。委員会の皆様宜しくお願い致します。

点鐘

S.A.A

匂坂会長

匂坂会長の時間
予
9 月 1７日(木)
９月 24 日(木)

18:30 卓話

定

本日は、新世代からの報告です。ボーイスカ

イニシエーションスピーチ

川上会員

子葉山青年会議所の森村様にお越し頂きま

髙山惠太郎氏（たる出版
社長/代表者）
「お酒よもやま話」

した。また、葉山ロータリークラブから原会
ロータリークラブの活動を考えますと、クラ

12:30 卓話

(株)

ウトの丸山様、ガールスカウトの青木様、逗

10 月 1 日(木)

12:30

山田 AG 訪問

10 月 8 日(木)

12:30

卓話

10 月 15 日(木)

18:30

久保田ガバナー公式訪問

未定

京都紫野 RC 表敬訪問

長、隈本幹事にもお越し頂きました。改めて、
ブ活動の土台となる 5 つの奉仕部門を通じて、地域社会や
海外での奉仕活動をしています。その中でロータリーの活
動の特色と言えば、青少年の留学を支援する制度かなと感
じています。ロータリー財団とクラブは、大学・大学院レ
ベルの奨学金を通じて、地域や世界で活躍できる未来のリ

財団ニコニコ： 山本、森澤

各＄10

米山ニコニコ： 山本

5,000 円

ています。グローバル補助金における奨学金は、重点分野

各 1,000 円

の 1 つあるいは複数に関連する研究のための、大学院また

ーダーを育てています。平和・紛争解決と水・衛生の分野
における大学院留学と、専門教育のための奨学金を提供し

船津、森澤

は同等の研究機関での 1～2 年間の留学を支援するために

2801 回 例会記録 2020 年 9 月 10 日
出席報告：会員数 48 名（出席免除 3 名）
出席者：23 名 48.9％ 前回修正後

61.7％

提供されます。ロータリー青少年交換プログラムは、海外
の人々と交流し、異文化を体験することによって、生涯に
わたる国際理解の種を播く機会を多くの青少年に提供し
ています。他国の教育制度を体験することで、学業面でも
人間的にも成長を遂げることができ、また、世界に対する

メークアップ：地区委員会

視野が広がり、自己に対する理解も深まります。ロータリ

ビジター：葉山 RC 原和子会長、隈本源太郎幹事

ークラブの自慢できる活動の一つだと思います。本日も宜
しくお願い致します。

冒頭鈴木弘毅青少年奉仕委員長より例会趣旨・団体の紹
介と匂坂祐二会長より各団体への寄付金贈呈式を行った。
１番手の報告はボーイスカウト逗子第 1 団副団長の丸山
健一さんより始まった。ボーイスカウトは逗子ロータリー
クラブメンバーの肝いりで発足し、2022 年には創立 60
周年を迎えるとの案内があった。現在活動するスカウトは
32 名。また団運営について活動するものは 61 名在籍し
ているが上部団体のボーイスカウト日本連盟では１団あた
り 70 名を目標としており未達状態である。コロナ禍の影
響で多くの行事が中止せざるを得ないが、４月に行うはず
の上進式を６月に開催できた。只今の活動は披露山の団本
部の隣地に及ぶ荒れた竹林の整備をしており秋には更に手
入れをして、筍の採取が出来ればと思っている。これから
も多くの青少年を送り出していきたい。
２番手の報告はガールスカウト神奈川県第３９団団委員
長の青木康子さんからあった。先ずロータリークラブから
の助成に感謝の言葉が述べられて、ブラウニー(低学年)、ジ
ュニア(高学年)、シニア（中学）
、レンジャー（高校）各ク
ラスの紹介がありスカウト数は全体で１０名程度と述べら
れた。昨年から葉桜ふるさと祭り、野外活動、着衣水泳、米
軍基地でハロウィン体験参加の各事業等をしたが、今年初
旬からのコロナ禍により４月末まで野外での活動を中止し
た。５月からは野外活動を再開して、自然災害時でも活動
できるプログラムを中心に体験させている。子供たちの成
長のために大切な経験となるように努めている。
３番手の報告は（一社）逗子葉山青年会議所第５７代の
理事長の森村佳生さんから、支援に対して感謝の言葉があ
った。JC の役員変更が毎年１月で昨年１２月のメンバー数
の減少でそのままでは活動の継続すらできないと判断し、
JC を残すのであれば拡大しかないと活動の中心に据えた、
お陰様で新メンバー６名の拡大ができたが、今年２月から
のコロナ禍により５月末まで事業の中止をせざるを得なか
った。６月からは活動を再開したが、特に９月５日(土)「ﾊ
ﾔﾏ･ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝ･ｴｺﾉﾐｰ」として山梨葉山町長からの要請もあ
り、海岸美化とコロナ禍で影響を被る地域の店舗を応援す
る企画で森戸海岸を中心に行った。ウィズコロナの状態は
JC 活動が今試されていると思い必ず明るい未来があると
信じている。次年度理事長予定者も定まりこれからの活動
計画をしていく。
（担当 矢部房男）

八丈島で一週間、ゆっ
くり過ごし、釣り三昧
でした。左の写真は八
丈小島です。
（徳永会員）

9 月 7 日（月）北海道

美瑛町

四季彩の丘に

て撮影（村松会員）

葉山 RC から原和子会長と隈本源太郎幹事
ようこそ、逗子 RC へ

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥３６,０００
累計 ￥３０８,０００
０００
逗子葉山青年会議所理事長森村様…本日は宜しくお願い致しま 矢部（房）君、桐田君、服部君…BS,GS,JC の皆様報告宜しく。
す。
葉山 RC 原和子会長…本日は挨拶に参りました。
葉山 RC 隈本幹事…今年度葉山 RC の幹事をやらせて頂きます。
宜しくお願い致します。
匂坂君、森澤君…ボーイスカウト、ガールスカウト、JC の皆様、
そして葉山 RC 原会長、隈本幹事ようこそ。
山本君…新世代からの報告よろしく。
船津君…よろしく。
山口君…お世話になります。
鈴木（安）君…船津会員、鈴木久弥会員お元気に出席されて。
橘（武）君…BS,GS,JC の皆様ようこそ。
山科君…コロナが逗子で増えています。気をつけましょう。

三宅君…本日もよろしく。
菊池君…新世代団体の皆様ようこそ。
大野君…老眼鏡どこかに忘れて困ってしまうの巻。
岡本君…大野委員長卓話宜しくお願いします。
清水（惠）さん…新世代の皆様よろしく。久弥さんお久しぶり
です。
鈴木（弘）君…久しぶりです。よろしくお願いします。
川上君…孫が生まれました！（9 月 9 日）
大下君…まだまだ残暑厳しいです。
古畑君…今日は遅刻しそうでした。
羽隅君…残暑厳しい折、体調管理万全に！
松本君…まだまだ暑いので体調に注意しましょう。

