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第 2869 回例会
since 1962

2022 年 4 月 14 日
2021-22 年度 会長：服部城太郎

事務所：逗子市桜山 6-3-29
例会場：「カンティーナ」

TEL＆FAX：046-873-0226

逗子市新宿 1-3-15

匂坂 S.A.A

点 鐘

服部会長

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：
卓話 「逗子 共生と時間」
長島
13:30

敏春様（水中写真家）

閉会宣言 匂坂 S.A.A
点

鐘

服部会長

予
4 月 21 日（木）
4 月 28 日（木）
5 月 5 日（木）

定

12:00

中里児童公園整備

12:30

移動例会予備日

「キルギスについて」服部スベトラーナ様
休会

5 月 12 日（木）
5 月 21 日（土）
5 月 26 日（木）

19:00

葉山 RC・逗子 RC 合同例会
於：スケープス

移動例会

60 周年記念式典

（鎌倉プリンスホテル）
12:30「長期戦略会議」大野宏一会員

第 2868 回 例会記録 2022 年４月７日（木）
出席報告

会員数４２名

幹事報告

★4 月 21 日（木）移動例会

出席者２４名

57.1％
中里児童公園

出欠の確認をします。
★京都紫野 RC

ZOOM 例会:後日出欠の確認をとります。

★逗子・葉山合同例会

5 月 12 日（木）夜例会

★葉山 30 周年記念例会へ、服部会長ご出席
委員会報告

4 月 7 日(木) 服部会長の時間
＜ウクライナ戦争の悲劇＞

ロータリーソング斉唱

13:00

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

第 5 木曜日 18:00

第 2869 回 例会プログラム（ハイブリッド）
開会宣言

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

TEL：046-870-6440

例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30 第 3 木曜日 18:30

12:30

幹事：鈴木弘毅

菊池奉仕プロジェクト担当理事：

4/21 中里児童公園整備 10:00～作業

12:00 点鐘

場所はヨークマート近く、高幸建設前辺りを中に入る
財団ニコニコ

臼井＄100

森澤＄10 菊池＄10

米山ニコニコ

臼井 千円

森澤 千円

菊池 千円

鈴木弘毅 千円

村田 5 千円

先週土曜日の第 2 グループファミ
リーディは、成功裏に終わりました。
久しぶりに、第 2 グループの皆様と
交歓ができ、新世代の皆さんから有
意義なさまざまな報告をして頂きま
した。米山奨学生として当クラブ担
当の黄くんが、ローターアクトでは大野地区ローターア
クト委員長が報告しました。総勢、90 人以上の参加者
を集め、田島ガバナー、佐藤ガバナーエレクト、多くの
他グループガバナー補佐が参加されました。ファミリー
ディを準備された石田 AG、松井実行委員長、大野さん、
清水さん、たいへんお疲れ様でした。
コロナ感染者数はこのところ高止まりして、なかなか
減少方向に向かいません。このまま with コロナで耐え
るほかないようです。引き続き、みなさまお気を付けく
ださい。
さて、ウクライナの情勢は、依然として厳しいもので、
首都キーウ郊外でおきた虐殺は世界を震撼させています。
民間人をも巻き込んだ残虐性は決して許されるものであ
りません。国としてのロシアのワイルドさ、粗暴性は日
常生活でも確かにあり、暴力や危険の感覚が日本より数
段違います。ロシアの電車の中では眠っている人はほと
んどいません。寝ている間に荷物を取られたり、暴力を
受けたりする可能性があるからです。ＴＶでは事故や事
件で亡くなった遺骸の映像がそのまま流れています。ロ
シアでは街を歩いていても緊張感があります。警察や役
所は、わいろで買収されることも往々にしてあるため、
あてになりません。ロシアで仕事をする人は、日本に帰
国すると、緊張感が抜け安心すると同時に、逆に日本は
これで大丈夫かとも心配になります。
一方、ロシアでは若い男子は 1 年の徴兵制度があり、
ウクライナの前線にも投入されているそうです。彼らは
殆ど身内のようなウクライナ人の殺害を命令され、理由
も分からず戦争に巻き込まれています。21 世紀のこの
世界で信じられませんが、本当です。インターネットで
ロシアの「兵士の母の会」の会長のインタビューをお読
みください。兵士の母の悲痛な声がそこにあります。
どんな時代でも、この世界は問題と悲劇にあふれてい
ます。戦争は誰をも不幸にしますが、最も悲惨な目にあ
うのは、いつも無辜の民と決まっています。早く戦争が
終わることを祈ります。

卓話

「子どもサッカー 新学期 応援事業」

加藤 遼也様

加藤様は 1983 年愛知県瀬戸市生れ。出版社、コンサルを経て

最後に逗子市内にグラウンド

Love .fútbol Japan 代表理事。逗子暮らし 5 年目。逗子では「と

を造りたく、候補地もあるので

びうおクラブ」主催、
“カルロス”と呼ばれる。

サポート戴ければ有り難いです。

社会とサッカーに貢献したい思いで 2011 年からスポーツを通じ

【担当：稲垣

正】

た国際開発事業を開始。海外で活動、南アで HIV/AIDS、薬物、ギ
ャング。米国では移民、日本では子供の貧困・虐待問題等に取り組
む。経済的・社会的な理由で安全にサッカーが出来ない子どもたち
の環境を変えたい。Love .fútbol はコミュニティ型のスポーツグ
ラウンドを造り、子どもたちに安全な場所を提供しながら、地域の人たちの繋がりを豊か
にし、地域課題を解決する機会提供に取り組んでいる。米国本部とブラジル、メキシコ、
日本（逗子市）に拠点を置く。
Love .fútbol は 12 か国（中米、南米、インド、アメリカなど）
、グラウンド 47 面の
実績がある。グラウンドは地域の人が造り、運営も地域で行うスタイル。子どもの学力・
薬物・経済・スポーツをする時間等で顕著な改善が見られた。
Love .fútbol Japan は支援活動「子どもサッカー応援事業」を行う。日本の子どもた
ちに安全にスポーツ出来遊べる居場所を作り、プロサッカー界の力を借りて子どもを支援
する環境をつくる。2022 年日本の目標。40 都道府県以上の 200 人の支援を掲げる。
①

機会提供（奨励金給付、用具寄贈）

②

社会との繋がり(プロ選手との交流)

③ 居場所づくり（グラウンドづくり）

④

社会啓発

経済的困窮によるスポーツの機会格差が問題化。高校生以下のサッカーをしている子ど
も 9 万人が相対的貧困に該当する。また、日本の子どもたちは他国と比べ、孤独で自己肯
定感が弱く、コミュニケーションが低い傾向にある。
想定以上に支援を受けたい子どもが多くいる。支援する側も昨年比で個人+181 人。プロ
サッカー選手+16 名。企業+6 社など増加傾向にある。支援者が増えた理由は（1）貧困問
題に危機感を感じる。（2）だれひとりも取り残さないに共感を得た。
（3）寄付額税控除の
法人に指定されたが主な理由と思う。マスコミからの取材依頼もある。

4 月理事会報告
★畠中一郎さんが設立の一般社団法人（ALS 他難病の方の

★京都紫野 RC に 60 周年のスケジュールを知らせる。

為）への協力について：活動内容、資金の使い方を知

前夜祭・式典・ゴルフ等部門別会議で決める。ゴル場

り、設立後もう一度理事会にかける

は湘南シーサイドに決めたい。人数の把握をする。

★京都紫野 RC ZOOM 例会：4/18(月)12:30～逗子の出
席者を募る。以前から関わりのある会員は特に出席をし
てほしい。川中会員も自宅から参加する。
★米山奨学生世話クラブの補助金について：奨学生一人に

京都紫野 RC 式典参加者 28 名、前夜祭は 15 名。
前夜祭の会場は「AO」で 18:00～。
★次年度関係：地区協は 9:30 逗子駅からバスで出発。
報告◎中里児童公園整備の準備状況：12:00 現地で点

1 年間の補助金 45.000 円が本部より送金される。例会

鐘。出席者を募り人数確定。体力ある方は 10:00～。

等で奨学生に使った費用を充当する。黄君以前の奨学生

◎ロータリーファミリーデー：新世代の方タッチの事

の残金が 10 万円程あるので、一旦精算する。

が良くわかり、良い会であった。

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥４９，０００

服部君：加藤様、宜しくお願いいたします。
徳永君：卓話、宜しくお願いします。
村松君：加藤様、宜しくお願いします。
鈴木安之君：いよいよ、60 周年記念実行委員会、最後
の追い込み
臼井君：誕生祝い頂いて、初心者忘れないように私が社
会人になって初めて買った背広を着て来ました。
村田君：地震が怖い！４．１１に気をつけて。
三宅君：今日も楽しく。
桐田君：天候も良く、心ウキウキ。
古畑君：今日はいい天気です。とても気持ちが良いです。
鈴木弘毅君：ポカポカ良い天気でうれしいです。
橘 武君：日本では、春らしい良い季節になって来まし

累計 ￥１００４，６０４

山科君：新しいネクタイ、嬉しいです。
清水惠子君：ファミリーデー大成功、お疲れ様でした。
匂坂 SAA、鈴木弘毅幹事の司会、良かったです。
山口君：ファミリーデー、良かったです。
松井君：ロータリーファミリーデーでは、大変お世話に
なりました。
石田君：ロータリーファミリーデーでは、お世話になり
ました。感謝申し上げます。
菊池君：ラブフットボール 加藤さん卓話よろしくお願
いいたします
矢部君：加藤様、卓話よろしく。
大野君：加藤様、本日は卓話、宜しくお願いします。
たね。ウクライナでは・・・。

