
  
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜“節目”というものの大切さ＞ 

あけましておめでとうございます。 

みなさま穏やかなお正月をお迎えできまし

たでしょうか？  

過ぎ去ってみると、あっという間にお正 

        月という大イベントが終わり、全ての人が、

また、日常の仕事や生活の流れに戻っていきました。 

しかし、お正月やお盆、クリスマス、お彼岸などの季節の

行事は、“生活の節目”となり、歴史の中で発明された、人間

の日常生活を送る際の素晴らしいシステムだと思います。 

「昨年のお正月はこうだった」、「今年はこんな抱負を考え

た」、「来年のクリスマスは。。。」などと、振り返りや展望を考

えることができます。もし、一切、季節のイベントがなかっ

たら、ずっと同じテンポで切れ目なく日常生活が進んでいく

わけで、メリハリのない、つまらない生活になってしまうで

しょう。 

ロータリーの 60 周年も同様です。5 周年・10 周年という

節目を作って、ロータリー生活の過去を振り返り、未来を展

望することは、組織にとって欠かせないイベントだと思いま

す。小生が小学生 1 年か 2 年生の時に、「21 世紀の世界」と

いう絵を見ました。チューブの中を飛ぶ車があったり、腕時

計で電話をしたり、宇宙船的な超高層ビルが立ち並んでいた

りする、“あの未来の世界”です。その時、ふと疑問に思いま

した。21 世紀のこの未来の世界は、21 世紀になるその日に

いきなり訪れるのか、それとも少しずつ世界が変わっていく

のか？ その答えは、成長すると自然に分かってきました。 

つまり、いきなり“未来世界”はやって来ない。人々が少

しずつ変えていって未来世界になるのだと。子どもの時には

分からなかった、「人々の日常の努力が世界を変える」ことを

理解していく過程が必要だったのです。 

これは、自分たちの身の回り、会社や家庭でも同じですし、

ロータリー活動も同じです。「いきなり未来はやってこない。」

これまで築き上げてきた自分たちの努力が未来を生むのであ

り、60 周年を迎える逗子ロータリークラブは、60 年間、毎

週、毎週、例会や奉仕活動や親睦活動などで築き上げたもの

の節目がやってきたということです。節目がないと、そのま

ま、だらだらと日常が進むだけになってしまいます。節目の

イベント、ぜひ楽しんで、次の未来に進みたいと思います。 

今年は逗子ロータリークラブ60周年、みなさん、一緒に楽

しみましょう。 

予  定 

1月27日（木） 
12:30 卓話バイオリン奏者 清岡優子様 

・京都紫野ＲＣ Zoom で参加 

2 月 3 日（木） 
12:30 卓話 清水「ロータリーの記念

すべきイベントたち」 

2月10日（木） 12:30 卓話 ㈱ダイキン 

2月17日（木） 18:30 卓話 長島敏春氏(水中写真家) 

2月24日（木） 12:30 卓話 鈴木 裕氏(尊厳死協会)  

3 月 3 日(木) 
12:30 卓話  塚越 曉氏 「はらっぱ大

学について」 

since 1962 

第 2857 回 例会プログラム（Zoom） 

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： 

18:15  卓話 職業奉仕について 地区職業奉仕 

委員 土田成明様 (三浦 RC) 

19:10  閉会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

2856 回 例会記録 2022 年 1 月 13 日（木） 

第 2857 回例会 

2022 年 1 月 20 日 

1 月 13 日(木) 服部会長の時間 

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № 24 

ゲスト 黄尉倫様・清岡優子様・ 福井綾様・ 

徳永太陽様 

出席報告 会員数 42 名 出席者 25 名 60.98％ 

幹事報告 ★ガバナー月信・ロータリーの友 到着 

★第 2G 会長幹事会 1/18 ★地区便覧作成のた

めのアンケート ★2780 地区下半期人頭分担

金送金依頼 ★1 月ロータリーレート 115 円/1＄ 

 

       財団ニコニコ： 菊池 尚   ＄10 

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


皆さんがお幸せになるように よお～ お手を拝借 

♪ メリーウィドウ・ワルツ 
グリーンスリーブス 他 

服部会長：新年会の開催、大変嬉しい！ 感染対策万全の中 桐田副会長の乾杯で開宴 

親
睦
活
動
委
員
長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部君…皆様、今年も、よろしくお願い致します！ 

矢部君…皆様、新年あけまして、おめでとうござい

ます！ 

徳永君…明けまして、おめでとうございます！ 

橘克巳君…新年、あけましておめでとうございます。 

清水惠君…今年も宜しく。良い年になりますように。 

菊池君…今年も宜しくお願い致します。12 月に誕生

祝を頂き、ありがとうございました。 

三宅君…今年も頑張ります。 

村田君…おめでとう。 

大野君…今年も宜しくお願いいたします。 

横山君…末っ子が成人しました。 

山科君・匂坂君…今日も宜しくお願いします。 

橘武君…謹賀新年。 

稲垣君…オミクロン、嫌ですね！ 

鈴木弘毅君・森澤君・石田君…新年、明けましてお

めでとうございます。 

川上君…日本の元気、取り戻しましょう。 

桐田君…妻の分、払いました。 

山口君…何もない。おめでとう。 

松井君…新年、明けましておめでとうございます。 

西久保君…新年明けまして、おめでとうございます。 

    オミクロンに負けないようにしましょう。 

ニコニコＢＯＸ本日合計  ￥６９，０００   累計 ￥８４８，０００ 

 

2022年 1月 13日(木)18:00～ 新年会開催 於：HOTEL AO KAMAKURA 

2022 年 1 月理事会報告    
★1 月～2 月の行事予定確認 

★60 周年記念事業 中里児童公

園について、遊具の修理につ

いては逗子市が担当、当クラ

ブはその他の整備で集いやす

い公園環境を造る。 

★予算は順調に執行されている 

★京都紫野 RC 来逗 1/27。

2/21 の訪問については状況

によりオンライン等を考える 

★GIGA パソコン端末サポート

に 1 万円の寄付を承認。 

★松本将平会員 12 月末で退会 

イタリアンディナー 
鯵の酢〆燕のムースとメロウゴールド 

３種の豆とマッシュルームのミネストローネ 

赤海老のカダイブ揚げ ビーツとリンゴ 

菊芋と生粋かながわ牛のラザーニャ 

ラルドをまとった金目鯛のソテー春菊と 

オリーブ 

本蕨餅とハチミツのジェラート 

 

この日、新年会が開催された。

2020/1/16 日影茶屋での新年会

以来、2 年ぶりのパートナー同伴

の例会である。新型コロナの影響

により、ここ 2 年、例会開催もまま

ならない状況が続いた中、幸運な

新年会の開催となった。 

仲間との久しぶりの笑顔の集い

に花を添えたのは、清岡優子さん

のバイオリン、福井綾さんのチェ

ロ、弟子の徳永太陽君のバイオリ

ンによる素敵な演奏であった。 

表 彰 
PHF+８ ：矢部房男 
米山功労者：横瀬元治 

 

夕景が美しい江ノ島が目前の「AO」 
60周年記念式典前夜祭の会場として予定 

（担当：稲垣・清水） 

仕
掛
人 

1 月のお祝 誕生・結婚記念日 

本人：河野征一郎、村松邦彦、

田耕邦子、横瀬元治、今井真

理子 

パートナー：鈴木宏子(安之)、松

井節子(一郎)、服部スヴェト

ラーナ(城太郎)、横山ﾏﾘｱﾃﾚｻ

(健)、山科千春(誠) 

結婚：橘武 美代子、徳永淳

二・理恵、熊谷本気・真 


