第２８０５回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №11 2020 年 10 月 8 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 2８０5 回
12:30

開会宣言
点鐘

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

S.A.A

匂坂会長

ロータリーソング斉唱
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
米山奨学生

ブラトゥガハ・デーワゲー・

チャンドラシリ・カズミ・ランディガーさん
（スリランカ）
13:30

閉会宣言
点鐘

事務所：逗子市桜山 6-3-29

TEL＆FAX：046-873-0226

第 5 木曜日 18:00

S.A.A

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

幹事報告 到着物：ロータリーの友 10 月号
お知らせ：11 月に予定しておりました「神奈川県ロータリ
アン親睦テニス大会」は中止となりました。
開催案内：10/24(土)14:00～16:00 第 1 回補助金説明会
於：相澤ビル 6 階・8 階
例会変更：鎌倉大船 RC10/1(木)を 10/18(日)地区大会へ
移動の為、休会
表彰：2019-20 年度ロータリー賞として「プラチナ」を受
賞。目標達成したクラブに送られます。
その他：先週に続き、インドからの緊急交際支援要求の協力
金の募金箱を回しますので、御協力宜しくお願い
します。
委員会報告 村松雑誌委員長：今月のロータリーの友はコ
ロナ禍のせいか、内容が少なくなっているようで
す。しかしながら、興味深いものも抜粋してみま
した。是非ご一読お願いします。

匂坂会長の時間

匂坂会長

本日は、２７８０地区第２グループ、ガバナ

予
10 月 8 日(木)
10 月 15 日(木)

12:30

ー補佐訪問として、山田ＡＧにお越し頂きま

定

卓話

米山奨学生による卓話

等についてお話をして頂きます。再来週には

京都紫野 RC 表敬訪問
18:30

久保田ガバナー公式訪問

12:30

卓話

尾道芳樹氏

10 月 22 日（木）

（湘南ビーチ FM 社長）
「コロナ禍でビーチ FM が取り組んできた事」

10 月 29 日（木） 18:00
11 月 5 日（木）

12:30

社会・国際奉仕フォーラム
卓話：ロータリー財団
三宅譲

財団補助金委員長

財団ニコニコ： 菊池

した。後ほど、今年度の RI 方針及び地区方針

＄10

ガバナー公式訪問があります。改めて、地区
とは何か、その役割とは何かと調べてみましたので少しお
話をしたいと思います。地区とは、管理の便宜上結び付け
られた、一定の地理的な地域内にあるロータリークラブの
グループです。地区の活動と組織は、個々のクラブがロー
タリーの綱領を推進するのを助けることを唯一の目的と
しています。したがって、逆に、クラブや個々のロータリ
アンが提供する奉仕を減殺することがあってはならない
と、ロータリー章典に定められています。そして地区ガバ

米山ニコニコ： 村松

15,000 円

ナーは、その地区における RI の役員であり、理事会の一般

山本

5,000 円

的な指揮、監督の下に職務を行います。地区内のクラブの

菊池、森澤

1,000 円

管理は、ガバナーの直接監督下に置かれます。ガバナーは

2804 回 例会記録 2020 年 10 月 1 日

地区内のクラブに対する指導と監督を行うことで、ロータ
リーの綱領を推進する任務を課せられています。ガバナー
は、また地区内のクラブを啓発し、意欲を与え、地区内に

出席報告：会員数 48 名（出席免除 3 名）

継続性を確保することが求められています。地区の役割と

出席者：29 名 63.0％

しては、ＲＩの方針をクラブに伝えることや、各クラブへ

前回修正後

61.7％

メークアップ：地区委員会、委員会

の支援、また、クラブ会員が地区への出向することで、対

ゲスト：山田嗣ガバナー補佐（鎌倉中央 RC）

外的交流や研修の機会の場としても存在意義があるので
はないかと考えます。本日も宜しくお願い致します。

10 月理事会報告

本日は宜しくお願いします。久保田
ガバナーは鎌倉 RC、第 2 グループか
ら出たガバナーです。是非サポート願
います。久保田ガバナーのモットーは、
まず集まるということが大事。肩ひじ
を張らずに楽しむロータリーにしたい
と仰ってます。
長期的に考え、クラブの戦略ビジョ
ンを策定して行動するようお願いします。逗子 RC は昨年
度ロータリー賞を受賞しており、長期戦略ができて頑張っ
ている証です。

会員増強・会員維持：2021 年 7 月 1 日時点で 2,500
人以上にするのが目標です。人数が多いと、いろいろ幅の
広い活動ができます。
青少年育成：久保田ガバナーが、ローターアクト出身で
注力していますが、現在はコロナにより厳しい状況。ただ、
第 2 グループは、3 クラブがインターアクトを持っており、
期待は大きいです。
ロータリー財団については例年通り 1 名 200 ドルの目
標をあげています。この地区からは、しばらくグローバル
補助金事業が出ていません。たいへんですが、出せたらク
ラブが活性化します。
ポリオは、アフリカがフリー化して、残るはアフガニス
タンとパキスタンの 2 か国となりました。ポリオゼロに向
けて推進しまし
ょう。
1 クラブ 1 プロ
ジェクトは、杉岡
年度の継続です。
今年は、奉仕プロ
ジェクト実施が難
しい状況ですが、
各クラブの事業の
情報を参考にして
推進しましょう。
（担当 服部）

・10/15 ガバナー公式訪問について：17 時から懇
談会。対象者は、会長、幹事、会長エレクト、PAG、
地区出向者。会員は 18 時集合、ネクタイ、バッジ
着用。
→承認
・忘年会、新年会の家族同伴について：忘年会は会
員のみ、新年会は同伴例会を予定
→承認
・京都紫野 RC 表敬訪問、会長幹事の位置づけにつ
いて：京都への表敬訪問は、会の公式行事とはせず、
親睦としての位置付けとする。但し費用の一部を会
で負担する場合は、予算作成の際に検討する。又、
会長幹事会が例会参加を含む場合は会として負担
する。
→継続審議
・2022 年規定審議会（制定案）地区提案承認につ
いて：ガバナーに一任とする。
→承認
・敬老会について：親睦委員会より、80 歳以上の
会員にお祝いをする。→提案内容変更とし、食事会
等は中止。御祝品を渡すなど、別のかたちを検討
報告事項：IT 委員会担当の ZOOM 関係の支出につ
いては承認。

9/27(日)朝 5 時に集合し、佐島から出て久里浜沖
まで釣りにいきました。波もあり、ちっと過激な釣
りでしたが、楽しかったです♪魚は残念ながら釣れ
ませんでした・・・。
（徳永会員、大野会員、松田会員）

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥４３,０００
累計 ￥４４５,０００
０００
山田嗣
AG…AG 訪問でお邪魔します。宜しくお願いします。 三宅君、桐田君…本日もよろしく！
匂坂君、森澤君、村松君、山科君、矢部（房）君、松井君、石
田君、菊池君、大野君、服部君、岡本君…山田 AG 逗子 RC
へようこそ。本日は宜しくお願い致します。
山本君…今晩は中秋の名月です。見えるかな？
山口君…本日 59 回目の結婚記念日です。
鈴木（安）君…米国トランプとバイデンの討論会あれはなんだ。
ののしり合いか？
橘（武）君…山田 AG ようこそ。そしてご苦労様。
臼井君…元気です。今のところ。

清水（惠）さん…山田ガバナー補佐ようこそ。先週
会報担当大下会員ありがとう。
大下君…山田 AG ようこそ。クールビズ終わりまし
た。首しんどい。
稲垣君…Go to Rotary のシーズンに入りました！
古畑君…衣替えですね。今日からネクタイまだちょ
っと暑いです。
羽隅君…涼しくなってきました。
松本君…本日も宜しくお願いします。

