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2020-21 年度 №17 2020 年 11 月 19 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 2８11 回
18:30

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

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

合同例会プログラム

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

2810 回 例会記録 2020 年 11 月 12 日

開会宣言

S.A.A

出席報告：会員数 48 名（出席免除 3 名）

点鐘

匂坂会長（逗子 RC）

出席者：26 名

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：誕生日・結婚記念日祝
出席報告
ニコニコ BOX 発表
合同例会イベント

19:30

点鐘

前回修正後

63.04％

メークアップ：地区委員会

ロータリーソング斉唱

19:00

56.52％

ゴルフコンペ表彰

幹事報告 到着物：ガバナー月信第 5 号をメールにて配信。
メールで受け取っていない方は、受付にてお取りくださ
い。
開催案内：・11/21 土）18：30～ 於：魚勝
指名委員会開催
委員会報告 矢部（房）社会奉仕委員長：披露山の梅林につ
いてですが、先日市民団体の「共生９５」の皆様で、草刈
りをして下さり、綺麗になっておりました。その他、ロー
タリークラブで過去に立てた看板等の修理も今期の予算
に入れてありますので修繕する予定です。

原会長（葉山 RC）

匂坂会長の時間
本日は、例会後に会長幹事会が開催される

予
11 月 19 日（木） 18:30
11 月 26 日（木）
12 月 3 日（木）
１２月 10 日(木)
12 月 17 日(木)
12 月 24 日(木)
12 月 31 日(木)

12:30

定

関係で、第 2 グループ山田ガバナー補佐をは

逗子・葉山 RC 合同例会

じめ会長、幹事の皆さまにご参加いただいてい

卓話:日蓮宗権大講師 鈴木照玉様

ます。本日の卓話は初のＺＯＯＭでの卓話とな

「スピリチュアルな世界」ズーム卓話
12:30

年次総会

役員・クラブ管理運

上半期報告 下半期計画
12:30

発表

奉仕プロジェクト・広報・会員増

強・R 財団関係上半期報告 下半期計画 発表

ばと思います。早稲田大学教授の深川由紀子様の「日韓関
係再考

経済と文化の距離をどう考えるか」という内容の

講演であります。さて、アメリカの大統領選挙では、バイ
デン氏が勝利宣言をしましたが、トランプ氏はまだ敗北宣

忘年会予定
12:30

ります。トラブルもなく最後まで無事にできれ

言していません。数字だけを見ればバイデン氏の勝利は明

卓話：徳本恒徳氏（逗子町内会会長）
「町内会のよもやま話」

休会

財団ニコニコ： 山本
横瀬
森澤
米山ニコニコ： 山本
森澤

【山口哲会員】
昨日、ゴルフコンペで優勝いたし
ました。5 月に脳梗塞をしました
が、なんとか復活する事ができま
した。

白だと思いますが、トランプ氏絶対に諦めないと強調し、
法的措置に意欲を表明しています。この先どのようになる
のでしょうか。話は変わりますが、一昨日、逗子市のプレ
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ミアム付き商品券が販売されましたが、どなたか購入でき
た方いらっしゃいますでしょうか？今回はプレミアム率
が 30％ということで、前回より多い 35000 冊の販売で
したが、即日完売だったそうです。前回は完売まで 1 週間
位かかりました。総額で 4 億 4500 万円です。プレミア
ム商品券を買えなかった方も逗子応援クーポン券は、市民
一人当たり 2000 円分を郵送配布されます。コロナの影
響で低迷した地域経済ですが、地元で買い物をして頂き、
少しでも地域経済の活性化の一助になればと思います。本
日も宜しくお願い致します。

【ZOOM 卓話】
深川由紀子氏（早稲田大学教授）

本日は
第 2Gr.
会長・
幹事会

「日韓関係再考--経済と文化の距離をどう考えるか」
転

山田 AG、鎌倉 RC 宮本
会長、後藤幹事、鎌倉大
船 RC 石井会長、大坂
幹事、葉山 RC 隈本幹
事は例会からご出席い
ただきました。

現在の日韓関係はある意味歴史的な
換点にある。昔から政治問題は常に存
在し「政冷」であるが経済活動に関し
ては「経熱」であった。それが「経
冷」に変わった。日本政府が韓国向け
半導体輸出に対し輸出管理の優遇措置
を外した事を韓国は「政治報復」と認
識、政治問題に発展した。

これまで韓国経済は日本経済に依存する形で発展を遂
げ、その後の韓国財閥の躍進等で 1 人当りの国民所得で
は日本に追いついた。拠って、韓国は自らを経済大国と自
負、日本に対する垂直の意識はなくなり同時に日本に向け
て政治的な発言が増えた。
それらの発言は儒教的移行期正義（過去の人権侵害等を
後世で償う事）に基づく不平等体制の解消として竹島、慰
安婦、徴用工、旭日旗等の問題を論ずるが日本にとっては
自民族中心主義の思想と映る。日本には雁行形態（日本は
雁の如く常にリーダーである）の価値観を有する人々がお
り日本経済が停滞する中、新興国が経済成長して金持ちに
なることへの苛立ちを感じている。これらのナショナリズ
ムが日韓問題を阻害する一因でもある。

「青パパイヤ」を育て 頂きました！(羽隅会員)

高さ 2.5ｍ↑

花と果実→

今年は「コロナ禍」で体育館が使用出来ませんでした。余
暇を家の庭で、雑草とやぶ蚊と戦いながら「青パパイヤ」
を育てたら、ビックリ、大きく育ちました。

箱根金時山に登って

一方、文化の観点では日韓の交流は進んでいる(文熱)。
韓国には日本の小説・漫画のファンも多い、コロナ以前は
年間 700 万人が日本を訪れた。日本でも古くは「冬のソ
ナタ」、最近はアカデミー賞の「パラサイト半地下の家
族」
、男性グループ BTS が人気である。韓国のエンタメ
はグローバル志向で普遍的、価値が毀損しない。日韓の若
者はポストモダンで似たような世界観を持っている。

きました。金時娘も、
80 歳を過ぎ、白髪に
なっていました。
（桐田会員）

結びとして、日韓の政冷、経冷がこの先も続くのかと言
えば NO である。韓国は政権交代があり政権により政治が
変わり、韓国経済の持続性も不透明である。故に両国は政
治経済の分野で折り合う事も必要で「文熱」はそれらの救
いにはならないとしても歯止めになるのではないかと考え
る。

【記録：稲垣

正】
（

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥３８,０００
累計 ￥７３９,０００
０００
山田
AG（鎌倉中央 RC）…会長幹事会でお邪魔しました。 橘（武）君…新型コロナ第３波に増加傾向。クラスター多発で
宜しくお願いします。
宮本英光会長・後藤圭子幹事（鎌倉 RC）…本日は宜しく
お願いします。
隈本源太郎幹事（葉山 RC）…次週合同例会宜しくお願い
致します。
匂坂君、森澤君、松井君、大野君、清水（惠）さん…山田
AG 第２グループの会長幹事の皆様逗子へようこそ。
村松君…今朝は冷え込みました。コロナが猛威です。皆様
気をつけてください。
山本君…深川教授ズーム卓話宜しく！！
山口君…じゃがいもの会、優勝しました。
鈴木（安）君…6 日たけしの日本のミカタ、生き残るすご
い店でちょこっとスズキヤが出ました。
山科君、横瀬君、稲垣君…深川先生、卓話よろしくお願い
します。

心配だ。

矢部（房）君…ズーム卓話初体験です。深川由紀子先生卓
話よろしく。
臼井君…プレミアム商品券活用しています。
三宅君…本日もヨロシク！
桐田君…税務相談の為、早退致します。お願いします。
菊池君、服部君…ZOOM 卓話期待しています。
横山君…山口哲さん、某コンペ優勝おめでとう。
横瀬君…米国大統領はどっちだ。
大下君…先週は在宅勤務でした。
古畑君…すっかり冬ですね。今日は寒いです。
羽隅君…寒くなりました。御身体を大事に。

