
  
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

    

         

   

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

＜ロシアの北朝鮮化？＞ 

まん防は延長の可能性が高いようです

したがって、逗子ロータリークラブの     

＜“ロシアの北朝鮮化？”＞ 

Zoom 例会も当面延長されます。うま

くいけば 3 月後半にはリアル例会できる

ように祈っております。皆様、引き続き

体調を崩さないようにお気をつけてくだ

さい。 

さて、ウクライナの戦争についてです

が、今まで何回もウクライナ侵攻はないだろうと断言してい

ましたが、それは、ロシアにとって利点となることが全くな

いからです。しかし実際にはプーチン大統領が侵攻の決断を

下し、ウクライナ全土に悲劇をもたらしています。 

ロシア関係者も、これほどプーチン大統領が愚かだったと

はと、一様にショックを受けているようです。元々、プーチ

ンは、冷酷ではあるものの、極めて有能で合理的な決断をす

るリーダーとみられていただけに、驚きでした。最近ＴＶで

言われているように精神状態が正常でない可能性もあります。 

 私も以前ロシア向けの仕事をした経験から、ソ連邦の崩壊

とその後の欧米資本主義に経済的に叩きのめされたロシアを

知っているだけに、これまでのプーチン言動に一定の理解を

していましたが、今回のウクライナ侵攻は、全く言い訳のつ

かない狂気の沙汰といえます。 

この影響は、世界の政治経済に広く及び、石油・天然ガス

などのエネルギーはもとより、ロシア・ウクライナで生産輸

出される小麦や非鉄金属の価格が上がり、消費者の生活にも

インフレとして悪影響を及ぼします。そばやタラバガニも食

べにくくなるかもしれません。 

さらに心配なことは、この戦争が、第二次世界大戦後の歴

史の分岐点になるかもしれないということです。これほど粗

暴な戦争が起こると、この状況を利用する動き（例えば台湾

への侵攻の危惧）や、それに対抗する動きがでて、戦後の比

較的穏やかな時代が終わり、世界の政治・社会・経済の空気

が荒れて、大きな渦となる可能性があります。既に、是非は

ともかく、日本でも核シェアリングをすべきという議論も出

ています。 

ロシア経済はこれで壊滅的な打撃を受け、もはや正常な貿

易ができず、デフォルトの可能性も高いそうです。まともな

経済活動が不可能となるため、今後、反プーチンのクーデタ

ーが起こらない限り、中国に大きく依存する以外に生きる術

がなくなりそうです。そうすると、ロシアは、世界最多の核

兵器をもつ危険な国、つまり巨大な北朝鮮的国家となる可能

性があります。今後も日本の将来を見つめるため、世界の動

きを注意してみていくことが必要と思います。 

予  定 

3月17日（木） 
18:30 卓話 米山奨学生 黄尉倫さん 

「私の生まれ育った環境と家族」 

3月24日（木） 12:30 卓話 畠中一郎様「ALＳと私」 

3月31日（木） 18:30 社会奉仕フォーラム 

4 月 7 日（木） 
12:30 卓話 加藤遼也様「子供サッカ 

ー新学期応援事業」 

4月14日（木） 12:30 卓話 長島敏春様(水中写真家) 

4月21日（木） 12:30 移動例会 中里児童公園整備 

since 1962 

第 2864回 例会プログラム（Zoom） 

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 「防災について」本多 法仁氏 

             （葉山玉蔵院 副住職） 

   閉会宣言 匂坂 S.A.A 

13:30  点 鐘  服部会長 

第 2863 回 例会記録 2022 年 3 月 3（木） 

第 2864 回例会 

2022 年 3 月 10 日 

3 月 3 日(木) 服部会長の時間 

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № ３１ 

出席報告 会員数 42 名 出席者 23 名 56.1％ 

幹事報告 ★3 月ロータリーレート 1 ドル＝116 円 

★地区大会決議案 茅ヶ崎 RC より 2 件 ①代表議員の任

期及び選任方法の見直しについて ②青少年交換留学生

に、世界共通の一般教養の取得に関するマニュアル作成に

ついて。相模原ニューシティRCより2件 ①コロナ撲滅

支援金として、会員1名あたり10ドルの拠出を依頼する

②コロナでの世界的な経済状況を考慮し、RI理事会に人頭

分担金の減額検討の要請の件：賛否を問い反対は無し 

★徳永会員よりお知らせ 

3/13(日) 逗子葉山の 海洋環境体験プログラム：参加者募

集中。希望者は徳永会員迄 

参加費 1 名 3.000 円。    

 9 時 50 分に葉山漁港に集合。 

 蔓延防止等重点措置延

長により中止(3/7 現在) 

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


【担当：稲垣 正】 

 

 

【有形文化財（旧正力邸）】 

御紹介に預かりました 

塚越暁です、よろしく 

お願いします。正力松 

太郎（讀賣、中興の祖 

：1885 年～1969 

年）は私の曾祖父にあ 

たります。母の話によると正力は毎日行水を使ってから

東京に通ったそうです。逗子海岸には「海上ページェン

ト」を開設しました。 

正力邸（新宿 3 丁目）は 40 年間日本テレビに管理

して頂きましたが、今から数年前に祖母も亡くなり、邸

はどうするかという事になり、後世に残す為にも我々家

族が住まわせて貰おうと判断しました、半ば管理人の心

持ちです。邸は二階建て一部平屋の数寄屋造り築約 90

年。関係者のお薦めもありまして邸を有形文化財に登録

する事に致しました。 

有形文化財と言うのは割と規制が緩く、景観保全が

意図ゆえ外観維持に重きが置かれます。5 年前に邸を一

度全部ばらして耐震補強を入れ元に戻し、（長嶋、王な

ど巨人軍の選手たちが集った）応接間、正力が座禅を組

んだ和室、書斎などはそのままの姿で残しました。台所

とダイニングは今風の造りにリノベーションして床暖房

も入れました。 

 

 【原っぱ大学】…ただ遊ぶ場を作る 

私は逗子生まれ逗子育ち、東京で 11 年 

の会社員生活を経て今の事業を始めまし 

た。「遊び」を地域活動や奉仕活動では 

なく株式会社で運営しているところがオ 

リジナリティの高さ、面白みと思ってい 

ます。原っぱ大学は「大人が子供を遊ば 

せる場」ではなく「大人と子供が思い切 

 

り遊ぶ場」であり、現在フィールドは逗子市（桜山第一

古墳の下）、千葉県佐倉市、大阪府茨木市の 3 ヶ所にあ

ります。 

大人はどうしてもゴールや成果物に目が行きがちで

すが、大人も子供も遊んでいる当人が真剣になって愉快

な気持ちになれば良いと考え、難しい理屈はいらないと

思います。この中で一番の魅力は「名もなき遊び達」と

呼んでいる名前の付かない隙間的で思いのままの自由な

遊びです。 

現代の問題は公園に代 

表されるように安全安心の 

重視、迷惑行為禁止、他者 

との共存尊重などの制約が 

多く、人から沸き起こる感 

性で自由に遊ぶことは出来 

ない状況です。今の高齢者が子供だった時代とは随分様

子が変わっています。今でも逗子はまだ良い方ですが東

京の子育て家族などはストレスや精神のアンバランスに

より人間性が損なわれつつあります。 

このような環境下、参加費 1 家族 1 万 5 千円のサ

ービスのないサービスを利用される方は東京7割、県内

3割、逗子・鎌倉1割です。私は「余」の復権が大事だ

と思っています。余とはゴール（目標）の周囲にある要

らない物の価値を指します。2020 年はコロナで倒産

しかけましたが、持ち堪えました。今後もどうぞよろし

くお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲垣君…塚越さん、お久しぶりです。宜しくお願 いします。  （チャットにて申告） 

 

ニコニコＢＯＸ本日合計  ￥１，０００   累計 ￥８６９，０００ 

 

(Zoom 卓話)   「 有 形 文 化 財 と 原 っ ぱ 大 学 」  塚越 暁 様 

★中里児童公園事業：4/18工事着工。4/21(木)移動

例会として会員がダスト・砂等を敷き均し。集合場

所・時間は後日案内を出す。軍手・軽作業服用意。

弁当支給。駐車場なし。雨天：4/28 (木)に延期。 

★3 月予算執行状況報告 承認。 

★会員入会：岡本久氏（4 月入会）承認 

★京都紫野 RC より ZOOM例会への参加依頼  

4/18(月)、又は 25(月) はどうかの打診あり。 

村田 60 周年実行委員長に確認後、決定する。 

★5/11(水)葉山・逗子 RC 合同例会⇒5/12(木)19:00 

に変更（葉山 SCAPES にて） 

★12/14 付、立法案(決議案)提出のご案内（茅ヶ崎 RC

と相模原ニューシティ RC より）提案合計 4 件が提

出された件 ⇒ 理事会内では賛成、本日 3 月第 1

例会にて幹事より会員に報告して賛否を取る。 

★60 周年行事について：3/31 時点で緊急事態宣言 

が出ている場合は今年度の式典は中止とし、次年度 

に延期。まん延防止措置の場合は決行。 

3 月理事会報告 

塚越 暁 氏 


