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“ロシアでコロナ感染再拡大” 

本日は、創立 60 周年決起集会です。 

        記念事業・式典の準備は、村田実行委員 

長をはじめとして、着々と歩みを進めて 

います。今後、皆さまも各委員会に属し 

て頂き、一緒に60周年記念事業及び式典 

が成功するようご協力のほど、お願い致

します。 

新型コロナウイルスは、日本では下火になり、神奈川県の

感染者も昨日で18名と少なくなりました。一方、海外ではい

まだに猛威を振るい、1 日の感染者数について、韓国は

3,292 人と過去最大、イギリスでも 3万 9千万人。ドイツで

も過去最多の 5 万 2,826 人となり同国の感染第 4 波に見舞

われています。 

その中でも最もひどい状況にあるのがロシアです。1 日の

感染者数は3～4万人で、ドイツとそう変わりませんが、ドイ

ツの死亡者数は多くても1日200人超で、ロシアは実にその

6 倍の 1,200 人の死亡者が連日出ています。 

ロシアの死亡者数がこれほど多いのは、ワクチン接種率の

低さが原因で、10 月末で 32％と、ドイツの 68％、日本の

76％の半分以下です。 

ロシアは昨年12月、世界で初めて作られた国産ワクチンの

接種を開始しましたが、臨床試験をスキップしたことなどか

ら国民の不信感を買っています。そもそもプーチン大統領自

身が、ワクチンをすぐに打たず、証拠の動画を出さなかった

ことから、信じる人が少ないのです。 

ロシア人は、ソ連時代の習慣もあり、政府の発表をまるで

信じず、口コミを信じます。そのためデマや陰謀論に弱く、

オカルト的な話も信じる人が多いのが実情です。ワクチンに

はマイクロチップが埋め込まれているなどのデマも通じる世

界です。 

また、ロシア人は、内省的で悲観的な考えを持つ反面、明

日のことは知らない、何とかなるといった、根拠のない楽観

に振れる傾向があります。コロナウイルスも一種の風邪とい

った楽観論が根強く残ります。 

ロシア政府は10月末に９日間の日労働日を設け、屋外に出

ないことを期待したのですが、ロシア人はこれ幸いに休暇

だ！と、旅行会社に駆け込み、国内外に旅行したそうです。 

これから、どうなるのかロシアの行方も見ていきたいとこ

ろです。

 予  定 

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） 

12 月 23 日(木) 休会 

12 月 30 日(木) 休会 

1 月   6 日(木) 休会 

1 月 13 日(木) 新年会（予定） 

since 1962 

第 2852 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 「グローバル補助金申請に向けて」 

中村眞英財団補助金委員会副委員長 

13:30 閉会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

2851回 例会記録 2021年 11月 18日（木） 

第 2852 回例会 

2021年11月25日 

11 月 18 日 服部会長の時間 

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № 19 

出席報告：会員数 43 名 出席者 26 名 60.5％ 

幹事報告：・クラブフューチャービジョンセミナー12/4  

・青少年プログラム交流会 

12/5 

・ｲﾝﾀｰｱｸﾄ台湾１泊２日研修 

＆ZOOM 交流会         

2022. 3/26～27  
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記念事業 漁業体験実施 11/21 小坪漁港にて

て 

司会進行：桐田総務委員長 

村田実行委員長挨拶：ニコニコでも

村田ガンバレと励まされ。60 周年

といえば還暦を迎える、けじめの時

です。組織表を見ても有能な方ばか

り。ちゃんとやりとげたいので、各

委員長、よろしくお願いします。 

服部会長挨拶：あと 6 ヶ月後には記念式典があります。

記念事業につきましては、菊池委員長・徳永副委員長

を中心にすでに始まっています。この 21 日には漁業

体験があり、式典、友好の広場については、準備が進

んでいます。素晴らしい会場なので良い式典になると

思います。ご協力をお願いします。 

記念事業担当 菊池委員長 ①磯の生き物セミナーは

7/17 実施、②磯の観察会＆プラゴミ拾いは 8/8 荒天

のため中止、③漁業体験は 11/21 実施します。中止

した磯の観察会の代わりに、2～3月頃、魚と環境を見

ながら学んでいく、えのすいバックヤードツアーを計

画している。10～20 名を招待する予定。10/21 逗

子・葉山 RC 合同例会では、環境問題に関しての立派

なプレゼンが出来た。 

別の記念事業として、逗子市内公園の再生の話もあ

る。内容が見えてきたら報告する。 

徳永副委員長：7/17 のセミナーは、動画配信も含め

て 1.000 人に届けることが出来た。小坪漁協の協力を

得て、漁師体験を 21 日開催の予定。海と環境がテー

マのこの事業は、子ども達にとっても考える良いきっ

かけになる。5/21 記念式典では環境問題のプレゼン

をしたい。 

記念式典担当 矢部委員長：5/21(土)「鎌倉プリンス

ホテル・バンケットホール七里ガ浜」で記念式典を開

催する。式典担当委員と共に盛り上げて、地域内にも

知らしめていきたい。16:30～式典（司会は鈴木弘毅

幹事）、18:30～祝宴(司会は矢部委員長)。楽しんで頂

ける式典・祝宴にしたい。創立 60 周年の総仕上げは

式典委員会にかかっています。ご出席・ご協力をよろ

しくお願い致します。 

友好の広場担当 大野委員長：式典前日はゴルフを実

施。前夜祭（京都紫野 RC・逗子 RC）は 1次会・2 次

会とも、腰越の Hotel AO で行います。式典・祝宴

後の友好の広場は、レストラン ル・トリアノンで開

催。翌朝は見送りとなるので、友好の広場後は、ホテ

ル宿泊も良いかと思います。 

広報担当 清水委員長：広報委員の皆様、よろしくお

願いします。55周年の記念誌に準じたものを目指しま

す。記念事業・式典等、どこでもどなたでも、カメ

ラ・スマホ等で、場面を写して頂き、良い画像を使わ

せて頂きたいと思います。 

松井副実行委員長：各担当の方々ご苦労様です。逗子

RCは、派手で記憶に残る周年事業をやってきました。

京都紫野 RC のような潤沢な予算はありませんが、記

憶に残る 60 周年にしたい。退会された方も是非ご招

待したい。ご家族にもご協力を頂いて、一致団結して

やり遂げましょう。      （担当：清水惠子） 

 

 

 

 

 

 

 

服部君…60 周年頑張りましょう！ 

三宅君…今日もたのし。 

松井君・橘克巳君・橘武君・鈴木安之君・山本君…

60 周年に向けて頑張りましょう！村田実行委員

長、宜しくお願いいたします。 

徳永君…11 月 21 日 60 周年事業漁業体験行います。

宜しくお願いします。 

山科君…村田実行委員長、期待しています。 

矢部君…60 周年事業関連、いよいよスタート 

古畑君…さすがに夜は気温が下がりますね。 

菊池君・匂坂君・西久保君・森澤君・石田君…60 周

年を盛り上げて成功させましょう。 

村田君…忘年会の予約が入り始めた。 

村松君…秋深し、気候も良く、過ごしやすい。 

横山君…今日は土木の日、桐田さんご存知ですか？

ゴルフの日ではありません、優勝おめでとう。 

桐田君…17 時の会合、誰も来ていない。 

山口君…良いお天気ですね。 

清水惠子君…11 月は結婚記念の月。50 周年？  

ニコニコＢＯＸ本日合計 ￥４５，０００   累計 ￥６３２，０００ 
 

 

 「60周年記念式典に向けて」 決起集会  60周年記念事業・式典の準備と実行について 


