
 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

出席報告：会員数 44 名 出席者：24 名 53.3％  

幹事報告：・ガバナー月信 9 月号をメール配信  

・会長幹事会報告 世界ポリオデー10/24 キャンペーンで第

1～第9グループでバスにラッピング、中刷り広告を行う。 

 ロータリー奉仕デーのイベント案として第 2・第 3 グルー

プ共催でチャリティーコンサートを行う。 

第 2グループファミリーデーとして 2月又は3月にロータ

リアン、米山奨学生、ローターアクト、ローテックスを交

えて活動の理解と親睦会を開催の予定。 

 

 

＜中国のゆくえ＞ 

神奈川県のコロナ感染者はやっと 1,000 

人以下となり、少し収まりつつありますが、 

入院者数はまだ高止まりしています。まだ 

まだお気を付けください。 

さて、先日、中国が社会や思想への統制

を強めているとの記事が出ていました。アリババなど企業経

営者への圧力だけでなく、芸能や教育など若者の思想形成に

影響力を持つ業界への介入が相次ぎ、中国はにわかに「文化

大革命」の様相も帯びるとのことです。 

中国では、アイドルのファンクラブ規制を出したり、18 歳

未満のゲームを規制したりしており、教育も統制が進み、小

中高で習近平思想が必修化されているとのこと。 

私は学生のとき、一人で 1 か月半、中国を貧乏旅行したこ

とがあります。1988 年に北京から飛行機でウルムチへ、そ

の後、バスで 1 泊 2 日、カシュガルまで行きました。中国の

西の果ての街、カシュガルではマイナス20度の酷寒でした。 

そこから1か月かけて電車で海南島まで行ったらプラス30

度の常夏のリゾート。中国の領土の広大さを体で感じる旅行

でした。さて、その旅は、最後、香港に出て終わりましたが、

1 か月半もの間、社会主義の中国にどっぷりと浸った後だっ

たので、香港の街並みやインフラには驚愕し、それと同時に、

市場経済下の中国人のパワーにも圧倒されました。 

中国人の競争心の強さと自己中心主義は、中国本土では、

きっちりと管理されていましたが、香港では英国の枠内なが

ら、市場経済で解放されており、そのパワーは驚くほどでし

た。その時、もし中国全土が香港のように市場経済化された

ら、世界は中国に支配されてしまうのではないか？と危惧し

ましたが、今や、その直感は正しかったと思います。 

但し、この市場経済はあくまで共産党支配下という条件付

きです。結局、中国人はその潜在的な力の強さゆえに、強力

な枠を作らないと、無秩序となり国の形をなさず、世界の脅

威になるのかもしれません。 

“社会主義ソ連邦”という壮大な実験は、失敗に終わりま

したが、“社会主義中国”の実験はまだ続きます。経済格差と

いう爆弾を抱えながら。世界は中国に注目せざるを得ないの

です。 

 予  定 

9 月 23 日(木) 休会 

9 月 30 日(木) 18:00 国際奉仕フォーラム 大野会員 

10 月 7 日(木) 
12:30「米山月間にあたって」 

矢部房男地区米山奨学資金推進委員長 

10 月 14 日(木) 
12:30「逗子市の自治について」  

徳本恒徳様 

10 月 21 日(木) 

18:30 逗子 RC・葉山 RC 合同例会 

 於：葉山国際カンツリー倶楽部 

 昼：第２GRC 合同ゴルフコンペ 

since 1962 

第 2843 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 

来訪者 （ゲスト・ビジター） の紹介 

会長の時間：服部会長  

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 「新世代からの報告」 

ボーイスカウト逗子第 1 団・ガールスカウト 

第 39 団・逗子葉山青年会議所の皆様 

19:30 閉会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

2842 回 例会記録 2021 年 9 月 9 日（木） 

第 2843 回例会 

2021 年 9 月 16 日 

服部会長の時間 
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ロータリー事務所にて入会式 

 

 

1971 年生まれ。神奈川県秦野市で、ゴ 

ルフ場に挟まれ隣の家が約 200 メートル離

れているという山の中で育ちました。地元

の小中を卒業後やはり地元の秦野高校に進

学、法律家を目指したいという気持ちから

早稲田大学法学部に進学しました。 

高校・大学とも法学部に進み司法試験を受

けるという目標を持っていたため試験勉強に明け暮れる日々で、

青春時代を思い返してもあまり楽しい記憶はありません。 

大学４年の時に司法試験に合格し、卒業後そのまま司法修習所

に入所、当時は２年間あった司法修習期間は長野で実務修習を受

け、なかなか経験することが出来ない地方暮らしの貴重な体験を

することが出来ました。 

修習終了後の1996年に東京の大京町にあった木島・堀法律事

務所に入所。大手不動産会社の顧問と町弁タイプというタイプの

異なる両弁護士にしごかれながら同事務所の拡大と共に虎ノ門に

移転し、２００５年には同事務所のパートナーになりました。 

逗子との縁は、友人に誘われたウインドサーフィンで、私一人

がかなりはまり込み、同じスクールに所属し逗子に住んでいた妻

と出会い、結婚を 2000 機に年から逗子に住んでいます。 

2009 年に堀弁護士の独立に伴い事務所は木島・手島法律事務

所となり内幸町に移転したものの、事務所の将来像に対する考え

方の違いなどもあって独立を考えたときに、逗子での開業を思い

立ち 2010 年 12 月にイネヤビルの５階に事務所を開き、10 年

あまりが経ちました。 

その間、2012 年に貴クラブに入会させて頂いたものの体調不

良もあって、一旦退会しておりましたが、最近は体調も概ね安定

して服部会長からのお誘いを頂いたこともあり、改めて入会させ

て頂くこととなりました。今後とも地元に根ざして活動してゆき

たいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

服部君…手島さんようこそ。再びお仲間になれて嬉しい

です。スピーチ宜しくお願いします。 

横瀬君…手島さん、再入会嬉しいです。 

矢部君…手島万里会員、お待ちし申しておりました。

本日の卓話よろしくお願いします。 

稲垣君…手島さん、卓話よろしくお願いします。 

菊池君…手島さん comebackおめでとうございます。 

鈴木弘毅君…手島さん、よろしくお願いします！ 

森澤君…手島さん再入会おめでとうございます！ 

清水惠君…手島さんようこそ。よろしくお願いします。 

                （チャットで申告） 

ニコニコＢＯＸ本日合計  ￥１２．０００  累計 ￥２６９．０００ 
 

 

近況報告（Zoom にて） 
桐ケ谷会員(市長)：コロナ感染者は若干下降傾

向。自宅療養の方もいて、病院の関係は厳し

い。緊急事態宣言は今月いっぱい。海の家は

9/2 終了。8/2 からすべてが閉鎖。天候不順

で海に来る方も少なく解体が始まった。1年経

ってもさらに厳しい先が見えない状況。決算

の議会では、令和 2 年度 19 億 6 千円の剰余

金が出た。過去 2 番目の額。理由は入りを相

当厳しく見てきた事。繰越は半分弱になる。

財政の危機的な状況は回復傾向にある。使う

べき所、節約すべき所にメリハリをつけ安定

した運営に心がける。 

森澤会員：お久しぶり、例会出席率が悪くて

すみません。会社からは、人に会うなと言わ

れ動けず、来年この場に居られるか不安。 

鈴木久彌会員：世の中こういう状況なので、

なるべく外に出ないようにしている。一昨年

免許を返上したので、もう人間半分死んだよ

うな状態ですが、元気で家の周りをウロウロ

しています。 

山本会員：小心者なのであまり外に出ないよ

うにしている。家で野菜を作って過ごしてい

る。 

羽隅会員：以前は外に出る機会が多く県内の

体育館巡りをしていた。今はすべて閉鎖状態

でやる事が半減。庭仕事をしようとすると、

やぶ蚊やハチに刺されたり、思い通りにはい

かない。 

9 月 9 日 2842 回ズーム例会に

て入会。1971年８月 13日の金曜

日生まれ５0歳。10年前（2011-

2012)に入会したが、病気の為８

年前 (2013-2014)に退会。元気

な身体が戻ってきたので、再度、逗

子 RC に入会することとなった。 

    （担当 羽隅弘治） 

9 月のお祝い（敬称略） 

本人誕生：岩佐直樹 

パートナー誕生：三宅真九十（譲）、 

匂坂ふじ子（祐二）、古畑幸代（優） 

結婚記念：矢部房男 一美、三宅譲 真九

十、菊池尚 万里子、松田壽之・由衣、 

鈴木弘毅・美紀、西久保涼子・篤志 


