第２８1５回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №21 2020 年 12 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 2８15 回
18:30

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

開会宣言

S.A.A

点鐘

匂坂会長

出席報告
ニコニコ BOX 発表
S.A.A

匂坂会長

忘年会開始

20:00

終了

前回修正後

65.95％

幹事報告 到着物：ガバナー月信 12 月号、メールにて配信
されてない方のみ受付で受け取って下さい。
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：・地区財団委員会より 2020-21 年度
に実施する地区補助金の追加募集のお知らせが届いてお
ります。
・ガバナー事務所が 12/7(月)～テレワークとなりました。
委員会報告 森澤幹事：本日プログラム委員会開催致しま
す。下半期卓話プログラムを決めたいと思います。その後、
本日は、親睦委員会も開催です。委員会の方は宜しくお願
いします。

幹事報告：来信・告示事項
委員会報告：誕生日・結婚記念日祝

19:00

53.19％

メークアップ：委員会

会長の時間

点鐘

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

2814 回 例会記録 2020 年 12 月 10 日
出席者：25 名

ゲスト・ビジターの紹介

閉会宣言

TEL＆FAX：046-873-0226

出席報告：会員数 48 名（出席免除 3 名）

ロータリーソング斉唱

19:00

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

ビンゴゲーム

匂坂会長の時間
予
12 月 17 日(木)
12 月 24 日(木)

定

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」

12 月 31 日(木)

休会

1 月 7 日(木)

休会

1 月 14 日(木)

卓話

服部誠氏（3.11 つなぐっぺし代表）

卓話

三田宏也氏（逗葉三田会）

1 月 21 日(木)
1 月 28 日(木)

「逗葉三田会の話」
卓話

小島衛氏（逗子葉山青年会議所 OB）

表彰
米山功労者
第 4 回マルチプル
山本

由夫会員

財団ニコニコ： 山本
松井、森澤
米山ニコニコ： 山本
森澤

＄20
＄10
2,000 円
1,000 円

逗子市でもコロナウイルスの感染者が増
加しています。ここ一カ月で２１人増え、累
計は６８人になっています。連日、ニュース
で新型コロナウイルス感染拡大が報じられ
ています。この感染拡大状況を受け、政府は
医療体制が逼迫する大阪府や旭川市に自衛隊の看護師を
派遣する事態になっています。旭川市では医療機関で相次
いでクラスターが発生し、病院としては国内最大のクラス
ターとなった病院では２２４人の感染者がでています。ま
た、政府の観光支援事業の GOTO トラベルの利用者の方
が、利用しなかった人よりも多く新型コロナウイルス感染
を疑わせる症状を経験したとの調査結果を東大などの研
究チームが公表しました。政府は GOTO トラベル事業の
延長を盛り込んだ追加経済対策が実施されますが、事業継
続の是非が改めて問われそうです。菅内閣のコロナ対応が
あまり評価されず支持率が 55％になり、12 ポイント急
落しました。明るいニュースでは、はやぶさ２のカプセル
が無事帰還しました。地球から３億キロ以上離れた小惑星
に着陸して、人工クレーターを作って試料を採取して地球
に戻って来たんです。本当に凄いことだと思います。日本
の技術力は素晴らしいです。太陽系の成り立ちや生命の起
源に迫る情報が得られればと思います。さて、本日は先週
に引き続き、各委員会の上半期報告、下半期の計画発表で
す。各委員長の皆さん、宜しくお願い致します。

奉仕プロジェクト・広報・会員増強退会防止
・R 財団関係
上半期報告・下半期計画発表
◎【奉仕 PJ 委員会（桐田担当理事）】逗子 RC2020-21
活動計画書の 7 ページをご覧下さい。
【社会奉仕（矢部）
】コロナ禍でビーチバレー・市民祭り
が中止。ロータリーが関係する看板修理や樹木の手入れを
予定している。下期はコロナ禍だが何がしら検討したい。
【国際奉仕（服部）
】キルギス・グローバル補助金事業は
休止しているが、ビシュケク RC とは連絡を取っている。
本件の実現は来年度を目指す。
【青少年奉仕（桐田/鈴木弘）】逗子ボーイスカウト第 1
団・ガールスカウト第 39 団及び青年会議所への助成は終
了。2780 地区インターアクト、ローターアクトは下期に
実施したい。
【職業奉仕（桐田/横瀬レポート）】川上会員イニシエーシ
ョン卓話、医療法人「景翠会」代表卓話を実施。今後逗子
RC 会員以外の職業に関する卓話を実現したい。
◎【広報委員会（石田担当理事）】コロナ禍で様々な取り
組みを行った。ITPR 大野委員長の尽力で ZOOM 例会が
出来た。下期は大野委員長の協力者を増やしたい。ハイブ
リッド例会に多くの方に出席願いたい。
【会報編集（清水）】本日で会報 20 号発行。卓話を担当
された方に感謝します。コロナで記事が減り「広場」欄を
新設、寄稿を載せた。下期は川柳俳句など募集したい。
【ITPR（大野）】会長の頃、春にロックダウンがあり逗子
RC 会員同士の繋がりを模索した。ZOOM は多くの可能
性を有するツールである。現在、HP 編集、マイロータリ
ー活用及び会員名簿のデジタル化を進めている。
【雑誌（村松）
】
「ロータリーの友」はロータリー精神が溢
れ示唆に富む記事が多いので皆様に読んで戴きたい。
【写真映像（古畑）】写真の腕が上達した。ITPR 委員会を
バックアップしたい。
◎【会員増強・退会防止委員会（菊池担当理事）】コロナ
禍で人が集まるのが難しい時であるが、リアル例会に出席
する事に本来ロータリーの神髄がある。
【ロータリー研修（菊池）
】松本・熊谷両新人に対し新会
員セミナーを行った。
【会員増強・退会防止（松井）】本年度は 5 名（内女性 1
名）の新入会員が目標です。最近、例会出席者が固定化し
ている。退会防止の為、会員紹介者に新人サポートをお願
いしたい。会員増強はロータリーの存続に関わる問題。入
会候補者に話をする予定。
【会員選考（鈴木久）】これからも多くの入会申し込み書
類が回って来ることを期待する。

【ロータリー財団・米山奨学委員会（松井担当理事）】
グローバル補助金成就のためにも毎回コツコツと寄
付をお願いしたい。
【米山奨学（山本）】皆様には米山へ寄付の協力お願
いします。
※( )は発言者「敬称略」
。
担当 稲垣 正

ロータリー国際大会
台北（台湾）2021 年 6 月 12 日～16 日
登録料
365 ドル（2021 年 2 月 15 日迄）
440 ドル（2021 年 3 月 31 日迄）
515 ドル（2021 年 4 月 1 日～大会閉会日まで）

金 婚 式 で 、 11 月
28〜29 日の一泊
二日で、孫たちと草
津温泉に行って来
ました。
（山本由夫会員）

12 月お祝い
本人：菊池尚、岡本久、松田壽之、服部城太郎、
森澤義一、鈴木弘毅
奥様：湊屋良子、岡本明美、松田由衣、桐ケ谷和子
結婚記念日：橘克巳・由美子 （敬称略）

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥３０,０００
累計 ￥９０３,０００
０００
匂坂君…逗子市でもコロナの感染者が増加しています。
三宅君…今日も元気に！
森澤君…上半期報告、下半期企画の報告宜しくお願い致し
ます。
山本君…今年もあと残り 3 週間になりましたネ！！
村松君…コロナコロナの一年でした。来年も続くのかな？
うんざりです。
松井君…上半期の報告宜しくお願いします。財団、米山の
寄付宜しく！
村田君…天気晴天なれどコロナ憎し。
山口君…本日もよろしく。
山科君…今晩プログラム委員会お願いします。
矢部（房）君…今朝の雨が信じられぬ程、晴れました。

桐田君…今考えています。
菊池君…上半期、何とか入会 1 名。下半期も頑張ります。
大野君…朝晩冷えますので、体調管理重要ですね。
服部君…寒くなってきましたね！
清水（惠）さん…晴天、海は濃紺。
徳永君…コロナ対策は大変です。
稲垣君…委員会報告宜しくお願いします。
古畑君…寒くなりましたが、今日は良い天気で気持ちがい
いです。
羽隅君…どんな正月になるのでしょうか？

