
 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰：米山功労者 匂坂祐二会員 

来信：ボーイスカウト逗子 1 団より活動報告書 

 

 

 

＜みんな大好き、えのすい！＞ 

いよいよ、クラブ創立 60 周年記念事業 

第一弾、「えのすいと考える逗子の海と生き 

物セミナー」が今週土曜日に開催されます。 

みなさまには、ご参加、ご協力のほど、今一

度お願い致します。 

このセミナーでは、“えのすい”、新江ノ島水族館の展示飼育

チームの加登岡大希さんに、逗子の海と地球環境の変化につい

てお話頂きます。 

 

えのすいの前身、江ノ島水族館は、1952 年の 7 月 19 日、

日活の堀久作社長が、国道 134 号線沿いをドライブ中に、湘

南海岸付近で休憩しようとするも、茶屋らしきものもなく、や

がて江の島の西浜海岸にたどりつき、すばらしい景観に感動し、

この地にふさわしい施設とは何か？と思いをめぐらせ、水族館

の建設に着手することを即決。2 年後の 1954 年 7 月 1日に

はオープンする異例のスピードでした。 

昭和天皇は、この江ノ島水族館に 9 回もご訪問されています。 

江ノ島水族館は半世紀も営業し、ちょうど 50 年後の 2004

年に新江ノ島水族館が誕生しました。水族館のテーマは“相模

湾と太平洋”、そこにくらす“生物”。 

海やそれを取り巻く環境を、楽しく遊びながら学ぶ“エデュ

テインメント型水族館”です。 

さまざまな工夫を凝らした水槽、アイデア満載の「お泊りナ

イトツアー」、イルカショーやアシカショーも大人気で、実際に

使われていた有人潜水調査船、「しんかい 2000」も間近で見

ることができる素晴らしい水族館です。 

 

面白いのは、“1952 年の夏、もし国道沿いに茶屋があって、

堀社長がドライブ中にお茶だけして帰宅したら、えのすいは生

まれていなかったかも“ということです。 

この世の“めぐり合わせ”とは不思議なものですね 

 予  定 

8 月 5 日(木) 12:30 京都紫野 RC 来逗 卓話 

8 月 8 日(日) 記念事業「磯の観察会」逗子海岸葛ケ浜 

8 月 9 日(月) 記念事業「磯の観察会」予備日 

8 月 12 日(木) 休 会 

8月 19日(木） 
18:30 イニシェーションスピーチ 

清水幸男会員 （納涼例会中止） 

8 月 26 日(木) 12:30「渋沢栄一について」山科誠会員 

since 1962 

第 2837 回 例会 プログラム 

18：30 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： 

19：00 RID2780 田島透ガバナー 卓話 

19：30 田島ガバナーとの質疑応答 

19：45 閉会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

2836 回 例会記録 2021 年 7 月 15 日 

第 2837 回例会 

2021 年 7 月 29 日 

服部会長の時間 

出席報告：会員数 45 名（出席免除 1 名） 

出席者：28 名 63.64％  
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葉山 RC 

戸張雅仁会長 

葉山 RC も 40

周年です。来年

春頃に記念行事

開催予定。 

ローテックス 

塚田琴音さん 

青少年交換学生

で 2015-16 年度

台湾に留学。現在

は上海で法学を。 

米山奨学生 

黄尉倫君 

神奈川歯科大

5 年生。これか

らもよろしく。 

7 月誕生祝 古畑・松井・山本会員 

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


 

 

二週間後にガバナー訪問を控えて石田

隆ガバナー補佐の訪問があり、本年度地区

活動方針についてプレゼンテーションが

行われた。内容は以下の通り。 

１．シェカール・メータ RI 会長紹介 テー

マ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

２．田島 透ガバナー紹介：湘南藤沢ロータリークラブ

所属（1955 年生まれ）マンドリンの名手 

3．本年度地区行動目標 ： 「ポリオ根絶と会員増強」、

そして 「奉仕の実践で会員基盤を強固にする」 

４．地区ビジョンを目指す（要点のみ掲載） 

優先事項（１）「地域社会の変化とニーズをとらえる」 

・クラブデジタル化の推進（全員がマイロータリーへ

登録） 

優先事項（２）「地域社会にインパクトをもたらす」 

・「世界ポリオデー」の実施 地区内のバスへ中吊り広

告、サミットを予定 

・「１クラブ１奉仕事業」 

優先事項（３）「多様な人々との出会いとつながり」 

・若い人たちへの積極的支援、将来のリーダーの発掘、

育成 

優先事項（４） 「積極的に行動します」  

①ロータリー財団への協力・米山記念奨学会への協力   

  ・数値目標：財団寄付：200 ドル／会員、ポリオプ

ラス寄付： 40 ドル／会員 

  ・寄付：2 万円／会員（普通、特別寄付合計） 

②ロータリー奉仕デーの開催 

③「EACH ONE BRING ONE（みんなが一人を入会

させよう）」の推進                

④ヒューストン国際大会への積極的参加 (2022 年 6

月 4 日∼8 日） 

５．ロータリーの危機管理（ハラスメントポリシー） 

相手がハラスメント（パワハラ・セクハラ）と感じれ

ばハラスメントとなる。      （担当：横瀬） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

戸張雅仁会長(葉山 RC)…葉山の戸張です。本日はよろし

くお願い致します。 

服部君…戸張さん、塚田さん、黄君ようこそ。石田 AG よ

ろしくお願いします。 

鈴木弘毅君…戸張会長、いらっしゃいませ。石田 AG よろ

しくお願い致します。 

大野君、匂坂君、松田君…石田 AG、本日はよろしくお願

い致します。 

矢部君…石田 AG 公式訪問感謝。 

森澤君…石田 AG、よろしくお願いします。土曜日の記念

事業がうまくいきますように。 

菊池君…7/17、60 周年記念事業スタート、よろしくお願

いします。 

徳永君…7/17 えのすいセミナー、準備不足で申し訳あり

ませんが、よろしくお願いします。 

桐田君…60 周年事業スタートです。ガンバって下さい。 

松井君、山本君…7 月誕生祝いを頂いて！ 

稲垣君…オリンピック、コロナ、熱中症、負けないで頑張

ろう！ 

橘武君…コロナ禍で、暗い世の中にあって、明るいニュー

スで盛り上げてくれるメジャーの大谷の活躍は、日本を

明るくしているネ。 

村松君…夏が来た。暑い日が続きます。 

古畑君…暑くなりました。皆さまお体にお気をつけ下さい。 

村田君…まだまだ元気です？ 

清水惠さん…活動計画書何とか仕上がりました。印刷はま

だです。 

三宅君…今日も楽しく～。 

横山君…お祭りが無くなったので、来られました。 

ニコニコＢＯＸ本日合計  ￥５０．０００  累計￥１５８．０００ 

 

  2021-22年度 各委員長年度方針 (3)    

横山(青少年奉仕)委員長：青少年育成を目標とし、BS、GS、

JC に対し助成する。地区の青少年事業への理解と協力を

推進する。逗子開成 IAC の交流と支援に努める。 

松本インターアクト委員長：逗子開成 IAC との交流・活動

の支援に努め、クラブ活動に積極的に参加したい。 

村田 60 周年記念行事実行委員長：会員の叡智を結集した

楽しい企画で、服部会長を支えて、61 年目に繋げたい。 

創立 60 周年記念事業 開催 

「えのすいと考える逗子の海と生き物セミナー」 
7/17(土)18:30-19:30 於：逗子文化プラザなぎさホール  

対象：逗子市内に通う小・中学生と保護者 270 名 

講師：新江ノ島水族館 加登岡 大希氏 

地区デジタル化推進委員会の取材陣 

 

キンギョハナダイ 
ミツボシクロスズメダイ 
サンゴの展示 

 

会場の参加者とえのすいの活発な対話 

 

なぎさホール前の受付風景 参加者へ インタビュー 

開場前の打ち合わせ エンドポリオと逗子クラブの紹介 

加登岡 大希氏 


