第２８1４回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №20 2020 年 12 月 10 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 2８1４回
12:30

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

S.A.A

点鐘

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

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

13:30

閉会宣言
点鐘

S.A.A

匂坂会長

予
１２月 10 日(木)
12 月 17 日(木)
12 月 24 日(木)

12:30

TEL＆FAX：046-873-0226

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

幹事報告

例会プログラム

開会宣言

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

定

到着物：ロータリーの友 12 月号、月信 12 月号
はメールにて配信。
週報：横須賀北 RC
12 月ロータリーレート：＄１＝105 円
国際ロータリー：12/1～12/28 国際ロータリー事務局は
コロナウィルス感染拡大防止にむけ、在宅勤務と
なりました。
地区関係お知らせ：12/12（土）青少年交換員会オリエン
テーションは ZOOM のみの開催となりました。
開催案内：
「2021 年台北国際大会」参加ツアーの案内が来
ております。1 月より正式な予約申し込みを受け
付けますが、
「大会参加予定お伺い書」
にて 12/16
（水）までに希望者は提出して下さい。
委員会報告 村松雑誌委員長：今月もロータリーの友から
抜粋してご紹介します。是非ご一読お願い致します。
清水会員：病気療養中の矢部光治会員と電話で話しました。
お元気なご様子で「今は車椅子の日常なので、12 月で一
旦退会しますが、リハビリをして 6 月迄には歩けるよう
になって復帰したい」との事です。皆様からの寄書きをお
渡し出来たら、と思います。回覧をしますので、ご協力を
お願いします。

匂坂会長の時間

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

早いもので師走となり、今年もあと一ヶ月
となりました。今年は、本当にコロナの一年と

18:30

忘年会

於：カンティーナ

12:30

卓話：徳本恒徳氏（逗子町内会会長）

「町内会のよもやま話」

なりました。2020 年の流行語大賞は、
「三密」
でした。昨日は、65 才以上のコロナウイルス
感染者が過去最多になりました。東京都は、

12 月 31 日(木)

休会

GOTO トラベルをめぐり、東京を出発地、目的地とする

1 月 7 日(木)

休会

旅行について、65 才以上の高齢者や基礎疾患がある人た

1 月 14 日(木)

卓話

検討中

1 月 21 日(木)

卓話

検討中

ちの利用を控えるよう呼びかけました。一方政府では、
GOTO トラベル事業を来年の 6 月末まで延長する方針を
固めました。コロナウイルス感染症の状況がこの先、まだ
まだ続きそうで、少なくても私の年度は、この状況は大き
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く変わらないと思います。一日も早い終息を願っていま
す。本日は、理事会か開催され、コロナウイルス感染拡大

出席報告：会員数 48 名（出席免除 3 名）

の状況により、1 月の予定を一部変更することを決めまし

出席者：30 名

た。また、今年度初めてとなります、新会員の議題も上が

63.8％

前回修正後

58.69％

りました。後日、会員の皆様にご連絡いたします。さて、

メークアップ：地区委員会、指名委員会

本日は年次総会です。2022 年、2023 年度の会長、そ
して次年度理事の発表、承認をしていただきます。私の年

財団ニコニコ： 横瀬
菊池、森澤
米山ニコニコ： 松井、菊池、森澤

＄20

度も折り返しに近づいています。本日の例会と次週は、役

＄10

員、各委員会の上半期報告、下半期の計画発表です。

各 1,000 円

本日も宜しくお願い致します。

役員・クラブ管理委員会
上半期報告・下半期計画発表

年次総会

【匂坂会長】
49 名でスタートし、1 名が退会して 48 名の会員にな
りました。コロナの影響で納涼会、ビーチバレー、市民祭
りも中止になりました。10 月は京都紫野 RC の表敬訪
問、久保田ガバナーが公式訪問で来られました。10 月は
米山月間、11 月はロータリー財団月間がありました。会
員増強は 1 名予定です。後半もよろしくお願い致します。
【村松副会長】
副会長でしたが、順調に会長が頑張ってくれました。何
かあった時の副会長ですが、残り半年よろしく。
【山本副会長】
村松副会長とともに役に立ちませんでしたが、後半は会
長をサポートしていきたいと思っております。
【松井会場監督】
例会と親睦を中心に、例会中の無駄話等を注意して楽し
い例会を進めていきます。後半もよろしく。
【岡本会計】
コロナの影響でなかなか予定通りにならず困っており
ます。後半の予算執行は、会長・幹事と相談していきます。
【服部次年度会長エレクト】
来年 60 周年のご協力をお願い致します。いろいろ勉強
させていただきます。
【大野直前会長】
今年度は集まる機会があって良かったです。コロナ慣れ
がありますが無事に終われるようにお願い致します。
【森澤幹事】
コロナの影響で行事が出来ず、申し訳ないです。忘年会・
新年会等は会長と相談していきたいと思っております。
【三宅親睦委員長】
親睦活動等もコロナの影響で実施できず、状況を見なが
ら進めていきたいです。例会出席者が、ほとんど同じ顔ぶ
れで、これはいかがなものかと思っております。町で会員
と会ったら出席するように伝えたいと思っております。
【山科プログラム委員長】
今月の 10 日にプログラム委員会を開き、委員の皆様と
相談して決めていきたいと思っております。
【大下ニコニコ委員長】
コロナの影響で出席者が少なくニコニコのお金が集ま
りませんが、オークション等を行いたいと思っておりま
す。皆様、今後ともご協力をお願いいたします。
【古畑出席委員長】
出席率は 7 月から 11 月までの平均で 63.18％でし
た。今後とも、出席の方よろしくお願いします。
（担当：山本）

指名委員会鈴木安之会員より 次年度理事候補者を発表
•理事：服部城太郎・匂坂祐二・鈴木弘毅・
徳永淳二・岡本久・桐田吉彦・村田典昭・
松井一郎・石田隆・菊池尚・鈴木安之・
大野宏一・三宅譲・清水惠子(14 名)
（次々年度会長：徳永淳二）
挙手にて、全会員一致で承認された
徳永淳二 会長ノミニー挨拶
皆様のご指導、ご協力をお願い致します。

12 月理事会報告
・忘年会予算について…出席予定人数を検討して開催
の可否を決定する。ビンゴ費用は後日予定次第で決
定
→継続審議
・新年会について…延期の提案
→承認
・新会員について…西久保涼子氏入会希望
→承認・決定
・その他…①1 月 7 日の例会は休会とする
→承認
②市民性教育（逗子中学校）からのプレゼ
ン審査員として 5 名要請依頼有
→承認
・報告事項…11/21（土）行われた指名委員会にて、
2022 年度～23 年度会長として徳永会
員が選出された。

「時計塔」の補修終わる
創立 35 周年記念事業として
逗子駅前に寄贈した
ヨット型時計塔。
破損した時計修理
代金の一部 10 万
円は大野年度・社
会奉仕予算から逗
子市に寄付済。

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥３９,０００
累計 ￥８７３,０００
０００
匂坂君…早いもので今年も残り一か月となりました。
本日も宜し 三宅君…今日も元気に。
くお願いします。
森澤君…コロナ禍がロータリーのスケジュールも変更が多くな
りますが、皆様には宜しくお願い致します。
村松君、松本君…寒くなりました。皆様くれぐれもコロナに気を
付けて下さい。
鈴木（安）君…前回の卓話照玉師の大下会員の質問、亡き娘とあ
の世で逢えるかの質問に涙（娘を思う気持ち）
山本君…年次総会、役員、クラブ管理運営上半期下半期の発表の
時期ですね。宜しく。
山口君…本日もよろしく。
村田君…師走だ。寒いね。
松井君…車線変更違反 1.1km で捕まりました。年末取締に注意
しましょう。先頭を走らない様に！
山科君…コロナ禍で予定が立たなくて困ってます。
矢部（房）君…師走となりました。健康に注意しましょう。

臼井君…コロナワクチンの効果に期待しよう。
菊池君…匂坂年度ももうすぐ折り返し、コロナにめげずがんばり
ましょう。
桐田君…寒くなり、冷え性で足が冷たく目が覚めます。寝不足で
す。
大野君…本日は年次総会ですが、あっという間に半年経ちました。
岡本君…コロナ禍の元、会長、幹事、半年お疲れ様です。
服部君、横瀬君…あっという間に 12 月ですね！
清水（惠）さん…12 月もう 12 月。
徳永君…新時代の変わらぬロータリーご指導宜しくお願いしま
す。
大下君…急に冬です。
稲垣君…上半期報告宜しくお願いします。
古畑君、羽隅君…今日は冬らしく寒いです。皆さん風邪など召さ
れませんように。

