
 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

幹事報告：・横須賀北 RC より週報受領。 

・RI より「ロータリー100年史」を受領。事務所にて保管。 

・RI より「会員維持増強物語」を受領。リアル例会にて回覧。 

委員会報告：60 周年記念事業「磯の観察会」について 

8 月 8 日（日）は、台風の接近により、子供達の安全を確

保するため、延期とします。 

 

 

 

 

 

 

＜近頃の若い者は・・・スゴイ！＞ 

このところ、新型コロナ感染が再び勢い

を増しています。昨日の感染者は、東京都

が 4,166 人、神奈川県が 1,484 人です。

8 月 2 日から神奈川県は非常事態宣言を発

出し、当クラブの例会も zoom で行います。

また、しばしのご辛抱をお願いいたします。 

一方、オリンピックは盛り上がっています。日本は昨日時点

で、金メダル 21個で過去最高、総メダル数も 40個で、過去

最高だったリオデジャネイロ大会を抜くのは確実です。 

特に、若いアスリートが躍動しています。スケートボード

の西谷糀選手は 27歳、松山英樹選手は 29歳、大坂なおみ選

手は 23 歳、八村塁選手は 23 歳、久保建英選手は 20 歳と、

スポーツの各種競技で若い才能が花開いています。 

これは、グローバルリズムの恩恵で、若い人が世界に羽ば

たける環境が整ってきたこと、日本のスポーツ界と特別な才

能がいいバランスを保っていることが原因だと思います。 

もともとオリンピックは、共産圏が強いという印象があり

ます。昔ならソ連邦、今は中国です。子供が小さい時からス

ポーツ別の才能を見つけ、英才、スパルタ教育で伸ばすもの

で、スポーツは、自身の好き嫌いではなく、国や競技団体の

ために役立つかどうかが重要視されます。 

しかし、日本でこれだけ若い才能が開花しているのは、″

好きなスポーツが出来る“というモチベーションが、大きな

役割を果たしていると言えます。 

自分の好きなスポーツができる子どもが、いい指導者の下

で育ち、いい先駆者がいること。大谷が活躍できるのも、野

茂やイチローがいたから。久保建英が 10歳でスペインに行け

たのも、奥寺や中田などが海外を開拓したからです。若い才

能が育つには、苗床が必要です。 

ロータリークラブでも、若い会員のやる気を延ばすことが

大事ですが、その苗床となっている大先輩がいるから、活躍

できます。これからも老壮青のバランスを大事に、若い力を

延ばせればと思います。 

 

 予  定 

8 月 26 日(木） 12:30「渋沢栄一について」山科会員 

9 月 2 日(木) 
12:30「ファームキャニングの活動」 

西村千恵さん 

9 月 9 日(木) 
12:30 イニシェーションスピーチ 

熊谷本気会員( 

9 月 16 日(木) 
18:30 新世代からの報告（BS 逗子第

1団・GS第39団・逗子葉山JC） 

9 月 23 日(木) 休会 

since 1962 

第 2839 回 例会プログラム（Zoom） 

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 清水幸男会員 イニシェーションスピーチ 

19：30 閉会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

2838 回 例会記録 2021 年 8 月 5 日（木） 

第 2839 回例会 

2021 年 8 月 19 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：27 名 61.4％  

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № ６ 

8 月のお祝い 

会員誕生：橘 武、湊屋孝之、徳永淳二、羽隅弘治 

パートナー誕生：徳永理恵（淳二）     （敬称略） 

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


ロータリーに入って 10 年となります

が、70 歳になった頃、奉仕活動をした

いと思っていた矢先、清水惠子さんに声

をかけて頂いて、ロータリーへ入りまし

た。今日は、自分史についてお話をしよ

うと思います。 

生まれは、昭和 16 年 1 月 6 日にし 

ていますが、本当は、昭和 15 年 12 月 29 日です。昔

はかぞえで計算される為、2 歳の差が出るのは大きいと

いう事から 1 月生まれとしたようです。 

室町時代の寺小屋では、6 歳から子供達は勉強をして

いたようです。今の歳にすると、4 歳から読み書きそろ

ばんの勉強をしていた事になります。時間は、8 時から

14 時まで。14 時は、「やつどき」と言われていたの

で、14 時に寺小屋から帰宅して何か食べていたので、

「おやつ」と言うようになったと言われています。 

江戸時代、読み書きそろばんの教養を日本の子供達が

身に着けていた頃、ペリー来航がありました。 

ペリーは、鼻たれ小僧まで学びがある国は、植民地に

はしない方が良い、と大統領への報告書を書いた事をき

っかけに、日本は植民地化されなかったようです。 

18 歳の時に大田区馬込に住んでいて、一番面白いアル

バイトは、三井財閥の運転手でした。アルバイト代は、

日給 1,000 円でした。現在でいうと日給 10,000 円だ

ったので、良いアルバイトだったと思います。 

その後、出版社へ就職し、当時は通常 60 万部、新年

号で 130 万部と、社長の年収も他業界と比べても良か

った時代でしたが、業績が落ち込んでいる時に社長にな

るよう言われ、会社の立て直しをはかり、「話を聞かな

い男、地図を読めない女」があたり、立て直す事ができ

ました。 

自分からはあれがしたい、これがしたいと言わないタ

イプですが、頼まれれば無難にこなすタイプです。85

歳までに自分史を作り上げようと思います。 

                 (担当：桐田吉彦) 

コロナウィルスが、逗子市でも感染拡大 

しており、1 週間で 49 名が新たに感染し 

ており、10 万人に換算すると 86 名が感 

染している事となります。とてつもない数 

字となって来ています。海の家も 7 月 16 

日から開いておりましたが、海岸組合との 

約束で、感染者が増える中、海の家を開けていてもなんのメ

リットもない、という事から 8 月 6 日に閉める事としまし

た。 

感染予防が基本となりますが、鍵となるのがワクチンと言

われています。しかしながら、ワクチンがなかなか来ないと

いう状況です。ワクチンの接種は、うまく行っているのです

が、ワクチンの確保が、なかなか難しい状況です。8 月末ま

でにはワクチンの量を確保することが、命に繋がると思って

います。 

 20 代、30 代、40 代が、感染者の７０％を占めているの

で、今後、若年層への接種を準備していきます。 

 ワクチンについては、逗子市の HP をご覧いただき、ご確

認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢部君：京都紫野 RC 田中安比呂様、ようこそ。先日の周年事

業おめでとうございます。 

服部君：京都紫野 RC 田中様、ようこそ！先日は大変お世話に

なりました。有難うございました。 

 

鈴木弘毅君：京都紫野 RC 田中様、ようこそ！ご参加有難うご

ざいます。 

清水惠子さん：ここの所とても暑いです。皆様お気を付けて。 

稲垣君：村松会員、卓話楽しく興味深く拝聴いたしました。 

ニコニコＢＯＸ本日合計  ￥１２．０００  累計 ￥２２２．０００ 

 

エルダースピーチ  村松邦彦会員 

ビジター 田中安比呂様 ご挨拶 (京都紫野 RC)  

6 月 5 日の４５周年記念事業に沢山の方々に

ご参加頂いて、ありがとうございました。 

本来であれば、会長をはじめ多数の会員と伺

う予定でしたが、緊急事態宣言が発出され、

伺うことができず、zoom での参加となりま

したが、宜しくお願いいたします。 

    8 月理事会報告 （13 名出席）      
☆手島万里さん入会について→承認 

年会費 50 歳以下の適用については、確認する。 

☆9/16新世代からの報告：BS、GS、JCに各 3万円の

助成をする →承認 

☆10/21 葉山との合同例会を葉山カンツリー俱楽部にて

移動例会にする。昼はゴルフ、第 2 グループにも声を

かける。会員にはバスの送迎を手配する →承認 

☆新型コロナ感染状況悪化時の例会対応について：非常

事態宣言が出た場合は自動的に Zoom 例会に移行す

る。まん延措置の指定地域の場合は、ハイブリット例

会とする →承認 

☆「ロータリーの友」の配布方法（Zoom 例会時の場合

などの郵送に）ついて：「友」「ガバナー月信」はそれ

ぞれのHPで閲覧可能である。冊子で読みたい方には郵

送する。どちらを選ぶか、会員にアンケートをとる 

→承認 

☆大野親睦・家族委員長より：コロナの影響でクラブ単

位の親睦活動が予定できないので、大委員会に各 7 万

円を補助する。委員会単位での親睦活動に対して支出

する。実施期間は 11 月末までとする →承認 

☆8 月 8 日の６０周年記念事業、磯の観察会は台風接近

のため延期とする。今後開催に向けて検討する→承認 

桐ケ谷市長 …… コロナウィルス状況について 


