
  
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜投票率を上げるには＞ 
         10 月 31 日は衆議院議員選挙でし 

        た。総務省が発表した今回の小選挙区 

の投票率は 55.93％で、4 年前の衆 

院選よりも 2.25%増えましたが、そ 

れでも戦後3番目に低い投票率でした。 

 今回の選挙は、SNS を利用して若

者の投票率が高まり、これまでとは異なるとの見通しで

したが、結果として投票率は大きく上がりませんでした。 

世界を見ると、ベトナムが 99％、シンガポール

96％、オーストラリアは 92％、スウェーデンが 87％、

ドイツは 76％、隣国の韓国も 66％。世界の投票率ラ

ンキングでは、日本は 194 か国中 139 位と非常に低

くなっています。 

もっとも、投票率 1 位のベトナムでは、代理投票が

行われているらしいし、シンガポールやオーストラリア

は、投票しないと罰金が課されるそうです。スウェーデ

ンは学校での選挙教育が進んでいて、“12 歳から模擬

投票“を実施しています。 

現在の日本は、シルバー民主主義だと言われます。若

者の投票率が低いと、政治家は当選するために、高齢者

向けの政策を優先します。東北大学大学院の吉田教授に

よると、若年世代の投票率が 1％下落すると、若者は年

間 7 万 8 千円損をするとのこと。やはり若者は自分の

ために選挙に行かないといけないし、国の将来も若者に

かかっています。 

若者の投票率を上げる決定打は、“スマホ投票”でし

ょう。現在は、サイバー攻撃への対応や、票の信憑性等

の問題もある程度クリアできるそうですが、世界でしっ

かりとネット投票を取り入れているのは、北欧の小国、

エストニアくらいです。 

なぜ、他の国が導入しないかというと、ネット選挙を

導入すると、得票の傾向が大きく変わってしまうからで

す。政権与党は、今の投票傾向が良く、下手にネット投

票など始めて、政権を手放すリスクを負いたくないのは

理解できます。森喜朗元首相は、「無党派層は、寝てし

まってくれればいい。」と有名な失言をしましたが、正

直な気持ちでしょう。どの時代も、自分の地位を脅かす

選挙制度の変更は嫌なものです。 

ただ、日本の変化は時間がかかりますが、しかし、そ

れでも少しずつ、着実に、間違いなく変化は訪れます。

それに対応するのも政治の責任だと思います。 

 予  定 

11 月 18 日(木) 

18:00「60 周年記念式典に向けて」 

   村田実行委員長 各委員長 

   於：カンティーナ  

11 月 25 日(木) 
12:30「ロータリー財団について」 

中村眞英財団補助金委員会副委員長 

12 月 2 日(木) 
12:30 年次総会 役員・クラブ管理 

運営上半期報告 下半期計画発表 

12 月 ９日(木) 
12:30 奉仕プ・広報・会員増強・R 財

団関係上半期報告・下半期計画発表 

12 月 16 日(木) 忘年会（予定） 

since 1962 

第 2850回 例会プログラム（ハイブリット） 

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 

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： 

13:00 卓話「逗子アクティビティーズについて」 

加藤 慶一様 

13:30 閉会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

2849 回 例会記録 2021 年 11 月 4 日（木） 

第 2850 回例会 

2021年11月11日 

１１月４日 服部会長の時間 

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № 1７ 

出席報告：会員数 43 名 出席者２８名 65.1％ 

幹事報告：・新入会員を紹介すると缶バッジを贈呈

される。DO MORE 缶バッジ。 

・11 月のロータリーレートは、1 ドル＝114 円 

・地区大会親睦ゴルフコンペの案内：2/28 レイクウッド

ゴルフクラブ 2 人一組で申し込みを 締切 1/10 

・理事会報告 

 

 

 

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


「自己紹介」 私は逗子生まれ逗子育ちの俳優です。5 歳か

ら日本舞踊を始め、14 歳で名取り、17 歳で最年少の若柳流 

師範名取りを取りました。小さい 

頃から逗子の図書館ホールで踊り 

をさせて頂きました。そのおかげ 

で、大映テレビからスカウトをさ 

れまして、芸能界デビューをした 

次第であります。 

最初の頃は青春ドラマや刑事役が多く、私の代表作といえ

ばたのきんトリオ(田原俊彦・近藤真彦・野村義雄)の「ただ

いま放課後」という学園ドラマです。目立つ良い役を演じさ

せていただきました。それがきっかけで、いろいろな所から

オファーありまして、1983 年の大河ドラマ「徳川家康」で

主役の滝田栄さんの孫役を演じることが出来ました。また、

橋田壽賀子先生の「春日局」では大原麗子さんの兄貴役を演

じさせていただきました。それが 30 代の頃でした。 

私の主役の一番はスーパー戦隊シリーズの「超電子バイオ

マン」という作品で、１年間地球を守るヒーローでした。戦

隊ヒーローは 45 年間ずっと続いておりまして、今年異例に

バンダイからバイオロボのプラモデルが発売されることにな

りました。そして私も芸能生活 45 周年になり、これまでに

地道に俳優活動や歌手活動を行って来ました。 

実は私、5 年前に食道がん(stage3.5)を患いまして元ヒー

ローが余命宣告を受けました。多くの皆さんに励ましていた

だき先日をもって丸 5 年が経ち、完治することが出来ました。

これも皆さんの応援や励ましのおかげと思い感謝しておりま

す。 

 

映画「189」 これからお話させていただきますの

は、児童虐待をテーマにした映画「189」です。

「110」や「119」は皆さんほとんどの方が分かり

ますが、「189」と言ってもほとんどの方が分から

ないのです。これは「189(いち早く児童相談所に

電話して下さい)」という全国共通のダイヤルで多く

の人に「189」を知っていただく映画です。ジャニ

ーズ事務所の中山優馬くん、女優の夏菜さんが出演

しておりまして、私は児童相談所の所長役で出演し

ております。この映画では子どもたちが虐待を受け

て目を背けたくなるシーンが多々有ります。不足し

ている児童相談員やプロフェッショナルな人材がひ

とりでも多く集まり、ひとりでも多くの子どもが救

われることがこの映画のメッセージです。 

 

 

 

 

 

 

 

もし、近くに助けを求めている子どもがいたら

「189（いちはやく）」に通報するだけで私たちは

虐待を阻止出来るかも知れません。 

広めよう！児童相談所 虐待対応ダイヤル「189」 

映画「189」 12.3ロードショー 

（担当：西久保涼子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部君…坂元様、よろしくお願いいたします！ 

匂坂君、菊池君、大野君、矢部君、山科君、松井君、 

古畑君、稲垣君、山口君…坂元様、本日は卓話宜しくお 

願い致します。 

西久保君、羽隅君…本日もよろしくお願いいたします。 

村松君、…秋晴れが続きます。坂元様、よろしく卓話 

お願いいたします。 

横瀬君…今年もあと、２か月ですね。 

村田君…元気してます。 

横山君…昨日、ビーチバレー大会を私が主催で開催し 

ました。 

桐田君…11 月 21 日準備万端です。 

三宅君…今日も楽しく、よろしくね！ 

徳永君…11 月 21 日参加お手伝いよろしくお願いい 

たします。 

山本君…坂元さん、卓話楽しみです。よろしく！ 

橘 武君…坂元亮介さん、スピーチ楽しみです。 

臼井君…映画、楽しみです。 

清水恵子君…逗子 RC パソコン不調、関根さんガンバレ！

 

ニコニコＢＯＸ本日合計 ￥４０，０００   累計 ￥５５７，０００ 
 

 

卓話       映画「１８９（いちはやく）」について   坂元 亮介氏 

11 月理事会報告    
★9月～10月予算執行状況報告 

★東逗子イルミネーションへの寄付 1万円  

★12/16忘年会・1/13新年会 開催方向で検討する 

★社会福祉協議会 12月子ども応援大作戦に寄付 15万円・参加手伝い 

★逗子市公園遊具：予算次第、60周年・社会奉仕予算より捻出の方向 披露山梅林は共生‘95 の皆様 

(富田氏)により整備。感謝！ 


