第２８２１回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №27 2021 年 3 月 25 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 2８21 回
12:30

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

Zoom 例会プログラム

開会宣言

S.A.A

点鐘

匂坂会長

事務所：逗子市桜山 6-3-29

TEL＆FAX：046-873-0226

第 5 木曜日 18:00

（ロータリーソング斉唱）

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

委員会報告
菊池 60 周年記念事業担当委員長： 18 日、60 周年
記念事業第 1 回委員会を開催。12 名出席。記念事
業、地区補助金活用を説明。以下は現時点での予定。
① 7 月なぎさホールにて海の生き物セミナー開催
講師を呼ぶ

ゲスト・ビジターの紹介

② 8 月大崎にて磯の観察会

講師は水族館の方

会長の時間

③ 漁船に乗っての漁師体験

小学高学年・中学生

幹事報告：来信・告示事項

匂坂会長の時間

委員会報告：
出席報告：
13:00

本日は、久しぶりの夜間例会です。Zoom

卓話：松田

裕視氏（㈱IBJ 代表取締役）

「研究大学事業開発連携推進委員会構想」
13:30

閉会宣言
点鐘

S.A.A

では初めてとなります。会員の皆さまに昨
日、宅配で料理と飲み物が届いたと思いま
す。本日は、リモートではありますが、飲食

匂坂会長

をしながらの例会となります。飲みながら、皆さんとい
ろんなお話ができればと思います。先程のニュースで、

予
3 月 25 日（木）

定

12:30 卓話：松田裕視氏（㈱IBJ 代表取締役）

「研究大学事業開発連携推進委員会構想」

4 月 1 日（木）

12:30 卓話 鈴木安之会員 予定

4 月 8 日（木）

12:30 卓話 橘武会員 予定

4 月 15 日（木） 18:30

卓話 高橋日南乃さん 予定

4 月 22 日（木） 12:30

卓話 矢部房男会員 予定

政府は緊急事態宣言を 21 日に解除する方針を対策本
部で決定したそうです。しかしながら感染者がなかなか
減少していません。変異ウイルスが増加しているので、
解除後のまた急激に増加する可能性がありそうで心配
です。新型コロナウイルス

ワクチン接種について逗子

市では、5 月 10 日から接種が始まります。来週 26 日
にファイザー社のワクチン約 500 人分が供給されるこ
とが決定しました。このため、5 月 10 日から市民交流
センターで人数を制限しながら接種を開始します。この

出席報告：会員数 47 名（出席免除 2 名）
出席者：26 名

に年齢の高い人から、4 月中旬に発送します。わずか

名

2820 回 例会記録 2021 年 3 月 18 日
幹事報告

接種にかかる接種券は、65 歳以上の高齢者の中でも特

開催案内：4/10(土)13:00～

500 人分なので、会員の皆さんが接種するまでもう少
し時間がかかりそうです。
次週の例会につきましては、緊急事態宣言が解除され

2021 年度新規米山奨学生及び継続学生の為のオリエ

ますが zoom にて開催したいと思います。4 月からは

ンテーション

通常通り、カンティーナにてハイブリット例会で実施で

於：第一相澤ビル 6 階

その他：3 月のお誕生日・結婚祝の方は、今週末に、志那

きるようにしていきたいと思います。本日も宜しくお願

そば哉さんの御協力を頂いて、三浦野菜の受け取りをお

い致します。

願いします。対象者には連絡してあります。

Zoom で夜間例会

オンライン飲み会

27 名参加

前日、森澤幹事より各自におつまみが手配され、例会開始。
例会セレモニーの後、各会員は画面の傍におつまみ、お酒を用意
し、山口会員の乾杯の発声により、飲み会開始。
発言時は各自ミュート解除で自由にどうぞ、との案内。

3 月 14 日
ROTEX
総会

鈴木安之会員：
「スズキヤ」はカンブリア宮殿を見て下さい。
ワクチン接種を期待するが、逗子 RC ではだれが先かな。退
会の話があり、会員減っちゃうなあ～。
匂坂会長：逗子には 100 才以上が 100 人いる。ワクチンはま
ず 500 人分が入ってくる。80 才後半までが該当するようだ。
臼井会員のお孫さ

横瀬会員：15 分遅れで参加、東京へ行き危ない橋を渡ってきた。

んが進行役で会議が

桐田君：葉山警察署の新署長等に会ってきた。60 周年記念事業

進みました。

会議で活発な議論が行われた。

総会の後半には、

西久保会員：ビンゴで当たった自転車は乗り心地最高！
NHK からクラスターの取材を受け、4 月に放送予定。東京新

世界にはばたけ

聞取材の URL を後でお知らせします。

ROTEX 大集合～特別

川上君：中学同級生の上場の手伝いで乃木坂に通う毎日。

シンポジウム～と題

山本君：早く例会で皆に再会して、一緒に飲みたい。コロナ怖く

して、留学先のハン
ガリーから石田会員

て外出できない。
石田君：次年度ガバナー補佐の準備で忙しくしている。逗子 RC

の娘さんらが講演参

から地区出向者が 10 人位になりそう。田島ガバナーエレク

加し、未来のある若

トは、I.M.をやめてロータリーデーにしたいと言っている。私

者らしい総会でし

はここ 2 年 2 回 I.M.が中止になっているので、グループ内の

た。

（横山）

親睦を深める方向が良いと思う。退会防止には親睦が必要。
Zoom でも良いから、企画を立て活発な委員会活動を願う。

2 月お祝い

鈴木安之君：ロータリーの原点に戻るべき。維持していくのは大

本人：鈴木安之、橘 克己、山科 誠、

変だよ。
大野君：ローターアクトの規定が変わり年齢の上限が無くなっ
た。奉仕団体として逗子クラブを考えていくと、30 才世代、
若い世代の力が必要だと思う。コロナで縮こまった活動を、若
い人が入り幅広い奉仕活動、活性化が出来たら良いと思う。次
年度逗子ローターアクトクラブを認証までもっていきたいと
思っている。今は構想段階ですがご協力をお願いしたい。
松井君：以前のローターアクトクラブでは衰退の状況もあった。
ぜひ頑張って下さい。
三宅君：皆さんのお顔が拝見
でき、親
近感がわ
いて、良
いですね。

大野宏一、匂坂祐二、横山

(担当：清水惠)

健

奥様：矢部一美(房男)、臼井タミ(浩)、
横瀬啓子（元治）
３月お祝い

本人：清水惠子、桐ケ谷覚
奥様：山本康子（由夫）
結婚：鈴木安之・宏子、
湊屋孝之・良子、
臼井浩・タミ、
岡本久・明美
（敬称略）

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥２３,０００
累計 ￥１,０２９,０００
０００ zoom 飲み会 宜しくお願い致します。ニコニコ 1 万円
匂坂君…初の
森澤君…皆様が早くワクチンが打てますように ニコニコ￥3，000
山本君…今晩はよろしく．ニコニコ￥３０００円
矢部君…ZOOM 飲み会楽しみです。
楽しんでます。
1,000 円
菊池君…森澤さん、先日は大変お世話になりました。ニコニコ￥3,000 円。西久保会員が、新聞取材されました。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/84521 https://www.tokyo-np.co.jp/article/88061
清水（惠）さん…社協のフードドライブ子ども応援大作戦の箱詰め作業を手伝って参りました。今回は 22 世帯だ
との事です。誕生日のお祝いを頂き。ニコニコ 3.000 円お願いします。

