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第 2870 回例会
since 1962

2022 年 4 月 21 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

＜於：中里児童公園＞
匂坂 S.A.A

点 鐘

服部会長

ロータリーソング斉唱
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：
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閉会宣言 匂坂 S.A.A
点

鐘

服部会長

予
4 月 28 日（木）
5 月 5 日（木）
5 月 12 日（木）
5 月 21 日（土）

12:30

定
「キルギスについて」
服部スベトラーナ様

休会
19:00

葉山 RC・逗子 RC 合同例会
於：スケープス

16:00

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

第 5 木曜日 18:00

第 2870 回 例会プログラム
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

12:00

幹事：鈴木弘毅

60 周年記念式典・例会
於：鎌倉プリンスホテル

5 月 26 日（木）

12:30「長期戦略会議」大野宏一会員

6 月 2 日（木）

12:30

下半期報告

第 2869 回 例会記録 2022 年４月 14 日（木）
出席報告 会員数 42 名 出席者 18 名 42.9％
幹事報告 ★到着物：①市議会便り ②ガバナー月信
★4 月 21 日（木）移動例会 12:00
中里児童公園
出欠の確認をする。
★京都紫野 RCZOOM 例会：4/18 出欠を確認する。
★葉山・逗子 RC 合同例会 5/12(木)ゴルフ出欠確認
★葉山４０周年記念例会：服部会長・鈴木幹事・橘武
会員が出席予定
委員会報告
★地区研修・協議会 4 月 29 日に開
催。13 名が参加予定。
★逗子市民まつり：11 月池子で開催。

4 月 14 日(木) 服部会長の時間
＜葉山ロータリークラブ 40 周年＞
昨日は、葉山ロータリークラブの創立
40 周年の記念例会があり、橘武会員と
会長、幹事で参加してまいりました。
橘さんからは、葉山ロータリークラブ
の創立時のいきさつをお話頂きました。
40 年前の逗子ロータリークラブの会長
は、ガバナーも務められた山本淳正さん
です。子クラブとして葉山クラブを創設するにあたり、葉山
に住む逗子メンバーは、山本さん、橘さん、市川さん、福島
さんがいらっしゃいましたが、山本会長は誰一人として逗子
から葉山には転籍させず、葉山クラブをゼロから会員勧誘さ
れたそうです。
そうして勧誘した葉山ロータリークラブのチャーターメン
バーは 35 名！当時まだバブル前の高度成長時代とはいえ、よ
くそれだけの人数を集めたものです。現在でも葉山クラブに
いらっしゃるチャーターメンバーは鈴田茂喜さんお一人で、
創立当時まだ 20 代でしたが、山本さんの熱意に打たれて入会
されたとのこと。
橘さんもおっしゃっていましたが、山本淳正さんの熱意な
くして、葉山ロータリークラブはなかったとのことです。ク
ラブの創立などの大きなことをなすには、まず熱意が大切と
感じました。
また、記念例会では、富田記念例会実行委員長のアイディ
アとプレゼンテーションで、昔の逗子・葉山を感じましょう
ということで、3 本の映画からいろいろな場面を見せて頂き
ました。
映画は、1956 年の石原慎太郎原作「狂った果実」
、1963
年の太宰治原作「真白き富士の嶺（ましろきふじのね）」、
1966 年倉本聰脚本の「帰ってきた狼」です。
確かに、その当時の逗子駅や富士見橋、葉山の海岸を見る
ことができます。興味深かったのは、「狂った果実」の中で見
ることができた逗子海岸の夏季限定遊園地の“コニーランド”
です。
これまで写真は見たことがありましたが、動画では初めて
見ました。浅草花やしきの経営をしていた東洋娯楽機という
会社が運営していたそうです。
この 3 本は俳優も豪華で、
「狂った果実」ではもちろん石原
裕次郎、「真白き富士の嶺」では吉永小百合、「帰ってきた狼」
では若き日のジュディオングを見ることができます。しかも
セクシー路線です。
3 本ともアマゾンプライムビデオで見ることができますの
で、是非ご覧ください！
会員の手作りで簡潔ながら、とてもいい葉山クラブの記念
例会でした。

卓話

「水中写真にまつわる話」

長島

敏春 様

菊池会員とは逗子アートフェスティバ
ル等で親交がある。1954 年東京生まれ
55 歳で退職を期に水中写真家になった。
2015 年から逗子市新宿に自宅兼ギャラ
リーを構えている。なおギャラリーは予
約制。
＜なぜ逗子に移り住んだか＞
それまで珊瑚に惹かれて世界中の海を潜ってきた。マン
グローブを追いかけている中、水中写真家の仲間から逗子
は全世界でも有数の珊瑚の海であることを聞いたのがきっ
かけだった。以来逗子沖を潜りその写真を撮り続けている。
なぜ世界でも有数かというと、珊瑚は大きく分けて六放
珊瑚(触手が６本のハードコーラル(注))と八放珊瑚(触手が８
本のソフトコーラル)の二つがあるが、逗子沖には奇麗なソ
フトコーラルが沢山あり、またハードコーラルもある所で
あるからです。それは栄養満点の黒潮が八丈島で分流され
たものが逗子葉山に来ているからと考察する。中でも逗子
沖のオオタカ根というポイントには多種の奇麗な本来深い
海に生息しているソフトコーラルが沢山いる。
（注…コーラルは和訳すると珊瑚）
続いて「相模湾の生きものたち」と題して、①サンゴの海、
②魚たち、③ウミシダ、④生きものたち、と順番に数々の
水中写真を説明つきで紹介された。

【担当：横山

健】

どれも色彩鮮やかなものばかりで、逗子の海にこのような動物が
いたとは思いもよりませんでした。今年の正月にダイビングのラ
イセンスを取得した私としてはなるべく早くにオオタカ根のスポ
ットに潜水したくなりました。
（感想：横山

健）

京都紫野 RC の例会に Zoom で参加

4 月誕生・結婚記念日のお祝い （敬称略）

60 周年にお出で下さい ⇔ 川中会員お久しぶり

ご本人：鈴木久弥・臼井浩・藤吉一哉・桐田吉彦
ﾊﾟｰﾄﾅｰ：橘美代子（武）
・橘由美子（克巳）
・菊池万里子（尚）
・
桐田照子（吉彦）岩佐美輪（直樹）
・稲垣高栄（正）
・
鈴木美紀（弘毅）
結 婚：岩佐直樹・美輪 服部城太郎・スヴェトラーナ
小川博久・公恵

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥２１，０００

服部君：長島様、宜しくお願いします。
菊池君：長島先生、卓話宜しくお願いします。
大野君：長島様、本日は卓話宜しくお願いします。
匂坂君：長島様、本日は、宜しくお願いします。
矢部君：長島様、卓話よろしく。
橘 武君：葉山 RC40 周年記念例会に行って参り
ました。
古畑君：また、急に寒くなりました。皆様体調に
気をつけて下さい。
三宅君：今日もよろしくね。

累計 ￥１０２５，６０４

桐田君：今日は寒くつらいです。
鈴木安之君：気候に変化、昨日は暑く今日は何
だ？
村田君：春なら春、夏なら夏、はっきりせいや！
臼井君：ドライブマイカーの DVD を買おうとし
たら売り切れでした。キャノンのプリンターを
注文したら半導体が入手困難な為、納品は一か
月後になると言われました。う～ん！
清水惠子君：長島様、写真楽しみです。

