
       会員の皆様、お久しぶりです。緊急事態宣 

言下の中、いかがお過ごしでしょうか？新 

型コロナウイルスの影響で昨年の１２月第 

４例会から休会となりました。２０２１年 

は緊急事態宣言という波乱の幕開けで始ま

りました。新型コロナウイルスの感染者が国内で初めて確

認されてから１年が経ちました。国内の感染者数は、2 月

15 日時点で累計およそ４２万人、死亡者は７０００人を

超えています。逗子市も年明け以降、感染者が増加し、現

在、２３４人となっています。神奈川県の医療体制も崩壊

の危機にあるとのことです。コロナウイルス感染症がなか

なか収束せず、緊急事態宣言が 3 月 7 日まで延長となり

ました。国、県からは、再度、外出自粛等が要請されてお

ります。地区内のクラブもほとんどが休会しているそうで

すが、リモートで例会を始めているクラブもあるようで

す。2 月の理事会は初のオンライン（Zｏｏｍ）にて開催

をしました。今後の例会については、緊急事態宣言中の 3

月 7 日までは、Zｏｏｍで開催することに決めました。

様々な課題はあると思いますが、この間のハイブリット例

会の経験を活かし、実施していきたいと思います。オンラ

インでの例会参加が難しい会員もいると思いますが、でき

るだけ対応していくように努力していきたいと考えてい

ます。今回、初の Zｏｏｍ例会です。次週は卓話も予定し

ています。今年度の奉仕活動は、すべて中止となりました

が、逗子市社会福祉協議会のフードドライブ事業に協力

（寄付）をすることになりました。後日、改めてご報告い

たします。 

残念なご報告ですが、船津会員が１月２４日にお亡くな

りました。心からご冥福をお祈りいたします。新型コロナ

ウイルス感染症は、今後も続いていくことになると思いま

す。私たちの取り巻く環境は、依然と厳しいものと見込ま

れます。こうした困難な時期だからこそ、皆様と力を合わ

せ、知恵を出し合い、乗り切っていきたいと思っています。   

一日も早くコロナが収束し、皆様と例会で集えることを楽

しみにしています。 
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        匂坂会長の時間 

 2816回 例会記録 2021 年 2 月 18 日  

出席報告：会員数 47 名（出席免除 2 名） 

出席者：20 名  

幹事報告 到着物：ロータリーの友 2 月号発送済、米山

と財団の確定申告用領収書もある方は同封。 

週報：横須賀西 RC 

開催案内：4/24(土)15:00～17:00 財団奨学生帰国報

告会 ZOOM 会議室にて。逗子クラブが推薦した田丸

文菜さん参加。 

例会変更案内：鎌倉 RC…3/2(火)迄休会（緊急事態宣言

終了時迄） 鎌倉大船 RC…3 月 18 日(木)迄休会。 

その他：・2021 年 4 月より、米山奨学生のホストクラ

ブとして、台湾からの黄 尉倫（ｺｳ ｲﾘﾝ）君を迎える予

定。 

・1 月の誕生日、結婚祝いのプレゼント（葉山の野菜）を

来週用意、対象者には連絡する予定。 

 

 

 

 

第 2８17 回 Zoom 例会プログラム 

12:30 開会宣言 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） 

13:00 卓話:3.11 つなぐっぺし 井ノ上誠也君 

「震災から学び自分の街で出来る事」  

13:30 閉会宣言 S.A.A  

点鐘  匂坂会長 

表彰 
 

匂坂会長：べネファクター 

矢部会員：ポールハリスフェロー 

+７ 

服部会員：ポールハリスフェロー 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E6%84%9F%E6%9F%93%E8%80%85%E6%95%B0&fr=link_kw_nws_direct


 

 

 

橘 武君…ニコニコ（お金）はどうやって出したら良い

か？（幹事より：3 月理事会にて検討する） 

村松君…R の友 2 月号に、R 会員のお孫さん佐藤選手がド

ラフト 1 位の記事。R の友を少しでも読んで下さい。 

松井君…佐藤選手は柔道をやめて野球少年に…は立派で

すが、地元逗子小・逗子中出身の阪神小川投手にも注目

して応援しましょう。 

稲垣君…コロナに罹らず休まず毎日会社に出ています。決

算が近づき厳しい状況です。リアルな例会に出席したい。 

横瀬君…20 名をギャラリー 

ビュウで見ています。写 

真写りも皆さん良いです 

ね。確定申告期限が 4 月 

15 日まで延長されまし 

たが、できるだけ早く出 

して下さい。 

徳永君…医療機関は厳しい 

状況、N95 のマスクは 

苦しいです。次次年度会 

長として先輩方のお話を聞きたいです。 

菊池君…悲しい話その 1 は船津会員の逝去。先代との付き

合いで葬儀のお手伝いをさせて頂きました。延命寺でコ

ロナ禍の人数制約がある中、無事葬儀を行うことが出来、

ご参列の皆様に感謝します。悲しい話その２は、石渡喜

光元会員の逝去です。R 会員の皆様には葬儀後に伝えて

ほしいとの事でした。 

山科君…毎日家にいます。Zoom 会議もいいですね。みん

なに会えて嬉しいです。卓話のスケジュールがガチャガ

チャになってしまった。来月以降、こういう状況でどう

あるべきか、皆さんで話し合い願いたい。 

山本君…コロナが怖く家に籠っている。例会で会えるのが

楽しみ。ワクチンの前にコロナに罹らないよう用心。 

松田君…ビルの建て替えで忙しくしているので、ロータリ

ーになかなか参加できない。東京のコロナは減ってきて

いるが、身近な方が罹っている。 

横山君…留学生のカウンセラーをしているが、今年に入っ

てから会議も無い。仕事は普段通り。体重が増え、グル

テンフリーに挑戦している。焼酎はダメですよ。 

清水惠さん…R 財団地区補助金説明会、社協主催 3 月のフ

ードドライブ事業の準備会議に出席。Zoom 例会での今

後の会報をどうするか手探り中。求・アイディア。 

服部君…例会が無いとあっという間に時が過ぎる。3 月に

PETS、4 月に地区協を控えていて、来年度の組み立て

を少しずつ進めている。皆さんよろしく。 

矢部君…フードドライブへの寄付贈呈は 2/25。今年度初 

めての社会奉仕事業です。PHF 

マルチ頂きました。 

古畑君…Zoom が浸透している 

ようで出席 21 名。通常例会で 

は 24～5 名。銀行には休みが 

無い。コロナ対策をして早く元 

気な逗子に戻ってほしい。「横 

浜銀行でクラスター」のうわさ 

はデマです。 

大野君…Zoom 例会はこういう

形で出来るんです。コロナに罹っていても参加できます。

地区の青少年奉仕・インター・ローター委員会も中止な

く Zoom でやっている。１/9 アクターズミーティング

では、畠中会員が卓話をし、1/31 ローターアクト年次

大会も行った。いずれ報告書が来ると思うが、地区の委

員会は忙しくやっている。逗子 RC でも、アカウント取

得、レコーディング等などお金を掛ければ出来るように

なるので、会計等、理事会に提案したい。 

大下君…証券会社も休みが無いが、週の半分は在宅勤務。

株が30年ぶりの高値という事に違和感があるかもしれ

ない。説明は長くなるので…。少しずつ前に進んでいる

実感はある。明るく元気に頑張りましょう。 

匂坂会長…家業の畳の注文は一般住宅は少ない。不動産・

建築の仕事はある。プレミアム券の効果・売上げは多い。 

森澤幹事：私のお客様で、コロナに感染後、自宅待機指示

解除の矢先に突然亡くなった方がいる。コロナって怖い。

逗子でも、まだまだ気を付けましょう。 

 

 

 

 

 

 

1 月お祝い 
本人：河野征一郎、村松邦彦、田耕邦子、横瀬元治、今井真理子 

奥様：鈴木宏子（安之）、松井節子（一郎）、横山ﾏﾘｱﾃﾚｻ（健）、 

服部スヴェトラーナ（城太郎）、山科千春（誠）、 

松本優子（将平） 

結婚：橘武 美代子、徳永淳二・理恵、大下智明・美由紀、 

熊谷本気・真 （敬称略） 

※1 月のお祝いのプレゼント（葉山野菜）をご用意致しました。対

象の方には、受け取り方法等を連絡しております。 

尚、2 月のプレゼントにつきましては、後日、対象の方に、追

ってご連絡致します。 

 

2 月 18 日 Zoom で例会  本日のひと言（近況報告）  

   新会員 西久保涼子さん 

もしかして 

忘年会ビンゴ

で大当たりの

自転車？ 

いずれ 

例会に颯爽と

出席！  

ですね 

進 行  ：森澤幹事 
Zoom担当：大野委員長 

 


