
 

 

 

 

2021-22 年度   会長：服部城太郎  幹事：鈴木弘毅 
事務所：逗子市桜山 6-3-29  TEL＆FAX：046-873-0226     E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp   

例会場：「カンティーナ」 逗子市新宿 1-3-15 TEL：046-870-6440  Website: http://www.zushi-rc.com/  

例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30 第 3 木曜日 18:30 第 5 木曜日 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度は逗子ロータリークラブ 60 周年

の節目にあたります。この節目の年にあたり、  

「伝統を大切にし、変化に対応する」をモッ

トーに、周年事業及び式典、クラブ運営と奉

仕活動を行いたいと思います。 

60 年間といえば、生まれたばかりの赤ちゃんが還暦を

迎える長い月日です。創立以後、いろいろなことがあった

と思いますが、この長期間、クラブを維持・運営されてき

た先輩方に深く敬意を表します。 

また、これから優秀な若い人を迎えやすいクラブである

ため、この 60 年の節目に、長期戦略委員会において、ク

ラブをどのように運営していくか、奉仕活動を長い目でど

のようにしていくか検討していきたいと思います。 

本来であれば、周年に向かって希望そのものしかない 7

月のスタートラインですが、新型コロナウイルスの収束に

はまだ時間がかかりそうです。このコロナ禍の極めて厳し

い制約の中でクラブ運営を進めざるを得なかった匂坂さ

ん、森澤さん、改めて大変な中、お疲れ様でした。 

本年度は、記念事業とその準備が目白押しで、ガバナー

訪問も 7 月 29 日に迫っていることから、暑い、暑い 7 月

となる見込みです。 

その中でも、7 月 17 日の「えのすいと考える逗子の海

と生き物セミナー」には、皆様、ぜひご参加頂き、60 周

年記念事業をともに進めていきたいと思います。ご支援宜

しくお願い致します。 

 

 予  定 

7 月 15 日(木) 18:30 石田隆ガバナー補佐訪問 

7 月 17 日(土) 
18:30「えのすいと考える海の生き物セミ

ナー」逗子文化プラザなぎさホール 

7 月 22 日(木 休 会 

7 月 29 日(木) 18:00 田島ガバナー公式訪問 

8 月 5 日(木) 12:30 京都紫野 RC 来逗 卓話 

8 月 12 日(木) 休 会 

since 1962 

第 2835回 例会 プログラム 

12:30 開会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

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 卓話・プログラム 

奉仕プロジェクト・広報・会員増強退会防

止・R 財団/米山各委員長年度方針発表 

閉会宣言 匂坂 S.A.A 

13:30 点 鐘  服部会長 

財団ニコニコ：菊池          ＄10 

米山ニコニコ：菊池         1.000 円 

2834 回 例会記録 2021 年 7 月 1 日 

第 2835 回例会 

2021 年 7 月 8 日 

服部会長の時間 

出席報告：会員数 45 名（出席免除 2 名） 

出席者：30 名 68.18％ 前回修正後 71.74％ 

表彰： ロータリー財団  川上 PHF 

             村松 PHF+1 

             横瀬 PHF+1 

60 周年記念事業担当徳永会員：7/17 セミナー 

参加者人数が２７０名と厳格に制限されており、 

会員関係者のセミナー参加者人数確保する為、希 

望者は会員専用の優先申込書で応募してください。 

前三役記念品贈呈 

匂坂前会長・森澤

前幹事・村松前副

会長・山本前副会

長 お疲れ様。 事務局 

関根千絵さん    

カンティーナ 

遠藤店長 
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服部城太郎（会長）：「会長の時間」でお話しした通り。皆さん 60 周年頑張りましょう！ 

桐田吉彦（副会長）：コロナを避けながら 60 周年を盛り上げていきます。 

徳永淳二（副会長・会長エレクト）：60 周年記念事業を通じ色々勉強します。ご指導ご鞭

撻のほどお願いします。 

匂坂祐二（直前会長）：服部新会長にアドバイスできれば幸いです。ロータリーの基本は

例会にあるので S.A.A(会場監督)として円滑な運営を進めたい。 

横瀬元治（会計）：暫くぶりの会計担当です。よろしくお願いします。 

鈴木弘毅（幹事）：皆様には愛のあるご対応お願いします。服部会長を支えてまいります。 

【クラブ奉仕委員会年度方針】 

三宅 譲（理事）：各委員長からご発言願います。 

村松邦彦（プログラム委員長）：出来ればリアルで卓話をお願いしたい。年間例会の卓話

は 23 回。卓話には新会員自己紹介、60 周年事業テーマ関連、地区出向のロータリー

役員、長期戦略委員会の中間報告、地元地区で意欲的に活動されている人材の登壇を考

えている。卓話で会員各位に良い影響があれば嬉しい限りです。 

大野宏一（親睦活動・家族委員長）：親睦活動委員会内でも新会員の交流を実施します。

8 月の納涼同伴例会は逗子マリーナで開催。今年度は同好会を作りたいが、まずはゴル

フ同好会を活性化する。月例の記念表彰に嗜好を凝らし、記念品に防災高級非常食セッ

トや四万十川うなぎなど豪華版を考えています。 

古畑 優（出席委員長）：ハイブリット例会の ZOOM 活用で出席率は向上。引き続き多

くの出席をお願いします。 

三宅 譲（理事）：例会出席は命。街でロータリアンに出会ったら出席を薦めてください。 

【奉仕プロジェクト委員会年度方針】 

菊池 尚（理事）：奉仕プロジェクトは五大奉仕の内、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、

青少年奉仕の 4 つの責任ある分野を担い光栄と感じている。60 年記念事業、記念式典

には当委員会が連携して活動を遂行したい。 

菊池 尚（職業奉仕委員長）：職業奉仕の理念は難しいが、今年度は職業奉仕で何が出来

るかを考え、理解を深めてまいります。 

森澤義一（社会奉仕委員長）： 60 周年事業をサポート。ビーチバレー大会の準備を進め

ます。市民祭りは今年も中止。フードドライブは実施。披露山梅林も推進したい。 

大野宏一委員（国際奉仕委員会）：畑中委員長の代理で発言。キルギス向けのグローバル

補助金事業を服部会長共々実現させたい。京都紫野 RC との交流も深めていきます。 

岩佐直樹委員（青少年奉仕委員会）：お久しぶりです。逗子開成インターアクトクラブ担

当しています。7 月のインターアクトセミナーには出席します。  

（担当：稲垣 正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部君、鈴木弘毅君…本年度一年間よろしくお願いします。 

匂坂君…昨年度はお世話になりました。本年度は SAA で

頑張ります。 

森澤君…服部丸の出向を祝って。新事務局よろしくお願い

します。 

鈴木安之君…服部年度スタート、がんばって。 

横瀬君…服部年度船出です。 

村田君…服部丸の出航を祝って。 

矢部君、山口君…服部会長年のスタートを祝す。 

岩佐君…服部年度のスタート、おめでとうございます。 

石田君…服部年度を祝して。一年間宜しくお願い致します。 

菊池君、大野君、松田君…服部会長、鈴木弘毅幹事一年間

よろしく‼ 

稲垣君…21-22 年度新会長、新幹事宜しくお願いします。 

古畑君…服部年度よろしくお願いします。 

村松君…服部年度いよいよスタート、楽しい一年でありま

すように。 

桐田君、三宅君…本日服部年度スタートです。宜しくお願

いします。今朝、おばあさんを助けました。 

清水惠…服部年度スタート、なぜか雨、よろしく。 

松井君…服部年度のスタートを祝して。60 周年事業、頑

張りましょう！ 

山本君…服部年度いよいよスタートですネ‼60 周年がん

ばろう。 

徳永君…60 周年事業、ご協力をお願いします。 

臼井君…車の免許を返上したら、タクシー券 4.000 円鎌

倉市より頂きました。 

清水幸男君…改めまして、皆様よろしくお願い致します。 

 

7 月理事会報告 
・7 月、8 月、地区地域行事予定 

・60 周年記念行事について：セミナー

の応募は 270 名で満員となった。 

 ポロシャツを会員数購入、約 7 万円

の予算。 

・2020-21 年度会計決算承認。 

 2021-22 年度予算一部修正で承認 

・60 周年記念事業の臨時理事会を 

7/17 に開催する。 

・6/24 開催の最終例会報告を承認 

・2021-22 年度組織、プログラム、申

し合わせ事項を承認。 

・大野親睦活動委員長：8/19納涼同伴

例会を提案。記念日お祝いの事業計

画・親睦ゴルフについて提案。 

・新事務局 関根千絵さんを紹介。 

 

 

 
RID2780 公共イメージ委員会 

10/24 開催の「世界ポリオデー」に向

けて END POLIO NOW オックフォー

ドシャツの申し込みを受付ます。 

例会など行事でも着て行けるロータリ

ーマーク刺繍入り半袖 

シャツ ￥4.100～ 

申込は事務局まで 

「きかちゃんを救う会」よりお願い 

きかちゃんに心臓移植を 
米国での心臓移植 

の実現にご支援を 

目標金額は 

3 億 5 千万円 

連絡は ℡ 

046-871-0302 

ニコニコＢＯＸ本日合計  ￥７８．０００  累計￥７８．０００ 

 


