第２８19 回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №25 2021 年 3 月 11 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 2８19 回
12:30

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

事務所：逗子市桜山 6-3-29

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

Zoom 例会プログラム

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

開催案内：・3/14（日）ROTEX 総会 16:00～17:30
オンラインにて開催

開会宣言

S.A.A

点鐘

匂坂会長

・3/5（金）会長幹事会
ト委員会

ゲスト・ビジターの紹介

ング

ＺＯＯＭにて

14:00～

アクターズミーティ

ZOOＭにて開催

例会変更：鎌倉中央 RC…3/8(月)→3/15(月)に変更
3/22(月)→3/29(月)に変更

幹事報告：来信・告示事項
委員会報告

委員会報告：

大野 IT 委員長：ニコニコ申請については

チャットで申請して下さい。

出席報告：
卓話:

19:00～

・3/6（土）13:00～14:00 インター・ローターアク

（ロータリーソング斉唱）
会長の時間

13:00

TEL＆FAX：046-873-0226

第 5 木曜日 18:00

星良孝氏 ステラメディックス社長

匂坂会長の時間

「新型コロナウィルス感染症に関わ
る医療の展望」
13:30

S.A.A

ました。昨日、 菅首相は新型コロナウイルス

匂坂会長

の感染拡大に伴い、7 日を期限として東京、

閉会宣言
点鐘

さて、今年も早いものでもう 3 月に入り

神奈川、埼玉、千葉の首都圏 4 都県に発令し

予
3 月 18 日（木） 18:00
3 月 25 日（木）

12:30

定

Zoom 飲み会
卓話：松田裕視氏（株式会社 IBJ 代
表取締役）

4 月 1 日（木）

未定

4 月 8 日（木）

未定

4 月 15 日（木）

未定

ている緊急事態宣言について、2 週間程度延長する方針を
表明しました。逗子市ではここのところ感染者が出ていな
い状況です。1 月の感染者数が 125 人、2 月は 5 人と大
幅な減少傾向になっています。昨日、理事会を開催しまし
て、緊急事態宣言下や解除後の例会運営について協議をい
たしました。早く対面での例会を開催したいのですが、今
月第 3 例会までは、zoom で行うことに致しました。ま
た、第 3 例会は、夜例会ですので、オンラインでの飲み会
も考えておりますので、楽しみにしていて下さい。今月の
第 4 例会からについては、コロナの状況を踏まえ、検討し

2818 回 例会記録 2021 年 3 月 4 日
出席報告：会員数 47 名（出席免除 2 名）
出席者：2４名
幹事報告

3 月のロータリーレート：＄１=106 円

お知らせ：昨年、2780 地区各クラブよりインドのニュ
ーデリー南西 RC にコロナウイルス感染者搬送
用車両調達の為の寄付を 1 月 13 日に送金し
たとの事です。

ていきたいと思っています。後ほど幹事からも理事会報告
で話があると思います。
本日の卓話は、村田会員にお願いしています。後ほど、宜
しくお願い致します。会員の卓話では、イニシエーション
スピーチが多いのですが、新しい会員も増えていますの
で、長くロータリーをやられているベテラン会員の話を聞
くのも大切だと思いますし、貴重な機会としていいことだ
と思います。コロナ禍ですので、こういった機会もつくっ
ていきたいと思います。それでは本日も zoom での開催
ですが、宜しくお願い致します。

エルダースピーチ

03/06 第 9 回地区インター・ローターアクト委員

「人生 成り行きに任せて」 村田典昭会員

会、及び、アクターズミーティング（アクミ）開催

成り行きに任せて 85 年生きてきた。
愛知県名古屋市守山区にて 1935 年 11
月に誕生。逗子 RC に籍を置いて 40 年
近く経つ。最早、逗子 RC では 2 番目の
長老となった。親しくして頂いているの
は、橘武さん、山口さん、鈴木安之さん。
特に夜学（？？）は随分指導して頂いた。
①18 歳から 20 歳まで京都天竜寺で修業。16 歳で足を
骨折した折、医者に興味をもって京都大学を目指した
が、入学ならず。親が天竜寺の管長と親しかったことで
修業に入り、雲水と共同生活を 2 年送った。
②女性について：運よく 3 人の嫁さんを経験。最新式の嫁
さんは 10 年前から。36 歳年下の若いカミさんが面倒
を見てくれているが、楽しいというか、しんどい生活で
す。2007 年先妻が他界、13 回忌を機に入籍、京都上
賀茂神社で挙式、後に逗子マリーナで 100 人ほど招い
て披露した。
③仕事：親の作った会社を経営、50 年潰さなかったのは
良かった。職種は OA 業（オフィスオートメーション）
いまでいう IT 業。事業所は、台湾から香港、中国と 20
年ほど頑張ったが、アメリカ・中国の貿易摩擦により、
タイの事業所を除いて、香港の日系会社に売り、日本に
帰ってきた。今はコロナの問題もあり国内中心に会社の
サイズを小さくして、モノづくりとして内臓部品をコツ
コツと特許を取りながらメーカーに収めている。会社は
跡継ぎがやっているが、私はまだ週に 1～2 回は出社し
ている。
《皆さんに 2 つのお願い》
① 来年 5 月開催、逗子ＲＣ60 周年記念行事の実行委員
長に乗せられた。どうかご協力をお願いします。
② あと三年で米寿となる。88 歳で生前葬をやります。
招待状を出すので、お香典を持って来て下さい。寺に
集まって一緒に楽しもうよ、という事です。
いい加減なやつですが、85 歳までピンピン生きています。
面白そうなやつだ、付き合ってみようと
思われたら、
今後とも是
非よろしく
お願い致し
ます。
担当：清水惠

お家芸 アンコ椿

高校 3 年生は 3 月卒業ということで、学校年度に
合わせると、インターアクト関連は今年度委員会と
しては節目の活動となります。インターアクト年次
大会・台北海外研修・一泊研修と主だった行事は全て
中止となりましたが、年度当初から COVID-19 の
状況に左右されずに開催できるように zoom によ
る、委員会・アクミを行い、企画案に苦慮しながら、
何とか休まず実施してきました。今回のアクミでは、
インターアクト以外の地区青少年奉仕活動を紹介
し、インターアクト卒業後の奉仕活動継続サポート
として、zoom ブレイクアウトルームによる座談会
を行いました。また、03/27 に『三年生を送る会』
の実施も決定！インターアクト学友会・ローターア
クトのご協力を頂き、こちらも ZOOM での開催とな
ります。
COVID-19 下の状況では、提唱ロータリークラブ
との関わりが更に重要だと思います。逗子開成 IAC
のサポートを引き続き宜しくお願い致します。
（大野地区インターアクト・ローターアクト委員長）
3 月理事会報告
・緊急事態宣言下・解除後の例会運営について
…解除までは ZOOM で実施。第４例会については
状況によってハイブリッドを検討。ZOOM で参
加できない方にはフォローしていく。→承認
・60 周年事業について…テーマは「海」
、事業は 7
月から 9 月を予定。プログラム対象は小学生～中
学生を検討。

→継続審議

その他
・清水信行会員が 3 月末に退会。
・3.11ALL＝逗子 Movement.Vol10 については協
賛金依頼はなし、手伝いも無し

本日のひと言（3 月 4 日 Zoom 例会）
鈴木（安）君…ズーム飲み会友達ができました。
橘（武）君…会員と会えない事が寂しいです。
桐田君…ハイブリット例会を希望します。
大下君…在宅勤務が半分になり太ってしまいまし
た。

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥２８,０００
累計 ￥９８３,０００
０００
村田君…本日卓話を致します。ニコニコ
5000 円
畠中君…いいアイデアだと思います。
ニコニコ 1000 円
匂坂君…本日も宜しくお願い致します。ニコニコ 1 万円
森澤君…ニコニコ参加が（チャットにて）増えて来まし
た。ありがとうございます。3000 円
矢部（房）君…先月 2 月は妻の誕生日です。そのうち祝
意を頂けると思いますので、ニコニコ 3000 円お
願いします。
菊池君…リモート例会軌道に乗るといいですね。ニコニ
コ 1000 円お願いします。

お願いします。
大野君…村田さんエルダースピーチ面白いので、ニコニ
コ 3000 円
清水（惠）さん…会報に皆さんの言葉が載せられたら最
高です。ニコニコ 1000 円
山口君、山科君…コメント無しで各 1000 円

