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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 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

＜超近視時代の危険性＞ 

＜ウクライナ侵攻の可能性＞ 

先週、ワシントンポストが、ロシ

アがウクライナに対し 17 万 5000     

人による軍事攻撃を計画中と、米国

諜報機関が警告したというニュース

を流しました。ロシアは 2014 年に 

クリミア半島を占領し、自国領に併合しており、ウクラ

イナ東部の一部も実質的に支配していることから、ウク

ライナ全土への侵攻可能性をあげる専門家もいます。 

ロシアが領土拡大を画策しているとの意見もあります

が、一方、ロシア側から見ると、ソ連崩壊後、ロシアは

一方的に押し込まれているというのが本音でしょう。 

1946 年のチャーチルの有名な鉄のカーテン演説から、

ソ連崩壊後は一貫してロシア側は後退しています。 

ウクライナが NATO に加わると、モスクワは裸にな

るも同然です。そもそもウクライナはロシア人にとって、

文化の源流で、兄弟ともいえる民族であり、敵側に入る

のは心情的にも軍事的にも許しがたいものです。一方、

ウクライナはNATO、EUへの加盟を訴えています。ま

た、石油・天然ガス資源が豊富なロシアと異なり、ウク

ライナの経済と政情は不安定で、国が一枚岩になりにく

いのも国の運営を困難にしています。 

プーチンとしては、アメリカが軍事オプションを行使

できないことを見抜き、ウクライナの NATO 加盟や西

側の軍事協力を抑えるため、プレッシャーをかけ続ける

でしょう。 

現在の非常に複雑な国際状況、まずアメリカの弱体化、

特にバイデン民主党政権の弱体化、中国が強大化して欧

米がロシアだけには構えない状況を見抜いていること、

原油価格が高騰しエネルギー供給国として優位に立てる

こと、コロナ禍の欧米への衝撃、アフガンの不安定化な

ど、複雑な環境下で、取れるだけの交渉成果を得る準備

をしていると思います。 

アメリカ一強のＧ１体制が崩壊し、コロナ禍の中で、

中国やロシアなどの専制的国家体制が強さを発揮する時

代、混迷の国際政治・経済ゲームが続きます。 

日本の指導者の覚醒が求められる時代です。 

予  定 

12 月 23 日(木)・12 月 30日(木)・1 月 6 日(木) 

休  会 

1 月 13 日(木） 
17:30 開場 18:00 例会開始  

新年会(同伴) ホテル AO（アオ） 

1月20日（木） 18:00 職業奉仕フォーラム  

1月27日（木） 12:30 バイオリン奏者 清岡優子様 

2 月 3 日（木） 12:30 塚越 曉様「原っぱ大学」 

since 1962 

第 2855回 例会プログラム（ハイブリット） 

18:00  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： 

18:30  忘年会 

      会員による 報告会 

20:00  閉会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

２８５４回 例会記録 2021 年 12 月 9 日（木） 

第 2855 回例会 

2021年12月16日 

12 月 9 日(木) 服部会長の時間 

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № 22 

出席報告：会員数 43 名 出席者 25 名 58.1％ 

幹事報告：・ロータリーの友到着 

・鎌倉大船 RC・例会案内：12/16 例会場移動 

 12/23・30、1/6 は休会 1/13 通常例会 

・相模原ローターアクトクラブ：12 月例会案内 

              ：11 月例会議事録 

委員会報告 ロータリーの友の解説（村松委員長） 

・忘年会、新年会のお知らせ（大野親睦委員長） 

・2 月 21 日京都紫野 RC への表敬訪問について 

（服部会長） 

 

 

 

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


 

【奉仕プロジェクト委員会】菊池尚 担当理事 

菊池尚 職業奉仕委員長：1 月の第 3 例会で職業奉仕フォーラムを開催す

る。講演とディスカッションを通して職業奉仕の理解を深める場にしたい。 

大野宏一 国際奉仕委員長：フォーラムでキルギス駐在大使の前田様に生

中継で参加戴いた。ＲＩに助成金を申請するに当り委員会でもっと案件

の内容を詰めたい。 

横山健 青少年奉仕委員長：逗子ＢＳ・逗子ＧＳ・逗子葉山青年会議所の

3 団体に助成金を贈呈した。どの団体もコロナで活動が制限されている。 

大野宏一 インターアクト（青少年奉仕委員）：逗子開成中高 IA クラブは

存続の瀬戸際にあるので支援する。逗子ＲＣ60 周年記念事業等でのイ

ンターアクトの協力を活性化の契機にしたい。 

【広報委員会】桐田吉彦 担当理事 

活動計画に比べＲＣ内部的活動は出来ているが対外的活動は出来ていな

い。この時期 ZOOM はとても貢献している。 

稲垣 正 会報編集委員長：上半期はコロナで行事（計画）が減少したが

会報誌に載せる題材を提供戴いた各委員会に感謝します。下半期もよろ

しくお願いします。 

大野宏一 ＩＴＰＲ委員長：ズーム関連の機器が徐々に増えた。機材に投

資すれば質の高いサービスが可能になります。 

村松邦彦 雑誌委員長「ロータリーの友」は毎号切れ目ない発行で編集委

員はご苦労とお察しする。逗子ＲＣ会員は本誌を熟読戴き、これはとい

う情報があれば投稿を願えれば幸いです。 

古畑 優 写真映像担当：写真撮影は上達したのでキレイに撮れています。 

横山健会員：ドローン操縦が上達して来た。今後大いに貢献できそうです。 

【会員増強・退会防止委員会】松井一郎 担当理事 

松井一郎 ロータリー研修委員長：コロナで対面研修が出来ず残念、下半

期は行いたい。新入会員にロータリーの楽しさを伝えたい。 

三宅譲 会員増強退会防止委員長：叡智を集めて会員増強に邁進したい。 

鈴木久弥 会員選考担当：RC 入会書類を楽しみに待っています。 

村田典昭 職業分類担当：入会の書類が来ないので力を発揮できない。 

【ロータリー財団・米山奨学委員会】鈴木安之 担当理事 

コロナ禍でもやる事はやりました。 

山科誠 ロータリー財団委員長：寄付を募るにもまずは出席率向上を。下

半期も頑張ります。 

矢部房男 米山奨学委員長：米山、満額は達成した。米山奨学生黄君は米

山基金の一日研修会に参加して、とても為になったようです。 

（担当：稲垣 正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部君…寒くなって来ましたね！ 

横瀬君…久しぶりのリアルです。 

清水惠子君…今日まで代理、鈴木幹事、早く戻って

来て！ 

桐田君…今日は、話題無しです。 

村田君・山口君…良いお天気だけど？！ 

古畑君…師走らしくなってきました。 

鈴木安之君…1年過ぎるのか、すごく早く感じる1年

でした。 

山科君…コロナがこれ以上広がらないように。 

橘武君…久しぶりに安之さんの元気な姿を拝見して。 

臼井君…インフルエンザ予防接種打ちました。 

村松君…寒い日が続きます。健康に気をつけて。 

稲垣君…今年もあと二回。1 年有難うございました。 

山本君…奉仕プロジェクト、以下各委員会の皆様、

上半期報告、下半期計画の発表よろしく！ 

矢部君…米山前期報告と、後期計画よろしく！ 

菊池君…下半期はがんばります！ 

横山君…ウクライナ心配です。 

大野君…来週忘年会です。多くの会員の皆様の出席

をお待ちしております。 

三宅君…今日も楽しく！ 

松井君…上半期報告、宜しくお願いします。 

ニコニコＢＯＸ本日合計 ￥２９，０００   累計 ￥７２９，０００ 
 

 

委員会 「上半期報告・下半期計画」 発表 

12 月のお祝い（敬称略） 

誕生・結婚記念日 

本 人：菊池尚、服部城太郎、 

森澤義一、鈴木弘毅 

パートナー：湊屋良子（孝之） 

桐ケ谷和子（覚） 

結 婚：橘克巳 由美子、 

森澤義一・佳奈絵 

 上半期 寄付報告 

財団ニコニコ（R 財団年次寄付） 

7 月  山科  ＄10  

     菊池  ＄10 

鈴木(安) ＄100 

１０月 菊池 ＄10 

     山科 ＄20 

１１月 稲垣 ＄10 

     菊池 ＄10 

山科 ＄20 

     矢部 ＄500 

１２月 山科 ＄10 

     菊池 ＄10 

年次寄付-クラブ会費から 9月 

＄200×45 名(在籍者個人名) 

ポリオ寄付-ニコニコ国際奉仕から 

＄40×43 名(在籍者個人名) 

 

米山ニコニコ（米山特別寄付） 

7 月  山科 ￥1.000 

     菊池 ￥1.000 

     鈴木(安) ￥10.000 

１０月 菊池 ￥1.000 

     矢部 ￥50.000 

１１月 菊池 ￥1.000 

１２月 菊池 ￥1.000 

 特別寄付-クラブ会費から 9 月 

￥15.000×45 名(在籍者個人名) 

 普通寄付-クラブ会費から 7 月 

￥2.500×44 名(在籍者個人名) 


