
  
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

                                                       

    

         

   

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ようやく新型コロナウイルス感染

者すうも1,000人前後となり、減少

傾向が進み、政府もインバウンドの

受け入れ人数も増やす計画で、正常

化が進みつつあります。 

ただし、この中でも、林外務大臣

など、感染する方はちらほら出てい 

ますので、お気をつけてください。 

山口哲さんのご葬儀は、明日お通夜、明後日告別式と

なります。お手伝いをお願いする方には、恐れ入ります

がご協力をお願い致します。哲さんは、ロータリーが大

好きな方だったので、みなさんで送りたいと思います。 

さて、山口哲さんもロータリー生活に、ゴルフに、飲

みに楽しまれたと思います。我々も、元気なうちに人生

を楽しみたいですね。わたくしの趣味は、山登りや初音

ミクもありますが、温泉巡りがかなりの大好物です。 

特に、山登りで汗をたっぷりかいたあとの温泉、そして

ビールを一杯。これがなによりも幸福の瞬間です。これ

まで、山登りに限らずいろいろな温泉に行きましたので、

おすすめの温泉をお知らせします。 

北海道は、登別温泉。第一滝本館の大浴場は、1,500

坪の面積を誇る大迫力の浴場です。源泉の地獄谷を窓か

ら見ることができ、5 つの泉質を 35 の湯船で 24 時間

入浴できます。 

青森では、酸ヶ湯温泉ですね。強烈かつ暴力的ともい

える泉質で、ニオイも強烈であり、昔ながらの浴場では、

まさに別世界の体験でした。湯に入ると異次元に漂うよ

うな感覚になりました。また、十和田湖近くの蔦温泉は、

足元から源泉が湧出する自噴温泉で、泡がぷくぷく駆け

上がる絶品の温泉です。 

岩手県の岩手山のふもとにある松川温泉。原生林の中

にある宿で、白濁の湯でやさしさの中につつまれる楽園

のお湯でした。山形県の月山ふもとの志津温泉も落ち着

いたいい宿で、結構な温泉でした。まさに山のいで湯と

いった風情です。 

福島県の土湯温泉、高湯温泉もいいですね。もう一度

行きたいところです。 

先日行ったのは、塩原元湯温泉の大出館です。これも

かなりの山の中ですが、泉質の異なる湯舟がいくつかあ

り、その中の墨の湯は、真っ黒で包まれる気持ちが最高

ですが、そのまま黄泉の国に入ってしまいそうな、でも

気持ちよい不思議な感覚にとらわれるお湯でした。 

おすすめの名湯は、まだまだあります。 

予  定 

６月 16 日（木） 
18:00 最終例会（同伴）引継式 

   懇親会（鎌倉プリンスホテル） 

6 月 23 日（木） 休 会 

6 月 30 日（木） 休 会 

7 月 7 日（木） 
18:30 役員就任挨拶  

各委員会 年度方針発表 

7 月 14 日（木） 12:30 田中哲ガバナー補佐訪問 

7 月 21 日（木） 18:30 佐藤祐一郎ガバナー公式訪問 

7 月 28 日（木） 
12:30 第 2 回えのすいセミナー  

会員周知のためのオリエンテーション 

since 1962 

第 2876 回 例会プログラム＜ハイブリッド＞ 

於：カンティーナ 

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 

会長の時間：服部会長  

幹事報告：来信・告示事項 

委員会報告：ロータリーの友解説 

      村松会員 

出席報告： 

ニコニコ BOX 発表： 

13:00  奉仕プ・広報・会員増強・RI 財団関係 

     下半期報告 

13:30   閉会宣言 匂坂 S.A.A 

     点 鐘  服部会長 

 

12:30 点 鐘 

 

第 2875 回例会記録 2022 年 6 月 2 日（木） 

第 2876 回例会 

2022 年 6 月 9 日 

６月２日(木) 服部会長の時間 

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № 4３ 

出席報告会員数 42 名 出席者２４名 57.1％ 

幹事報告 ・横須賀北 RC より週報。 

・BS、GSより総会報告書。・最終例会の出欠確認。 

・京都紫野 RCより会員名簿受領。 

✿研修委員会開催案内 6/22 18:00～ 哉吉 

✿お客様：森下茂男様・田中俊樹様（日本自然環境

保全協会）広報誌「しぜんかんきょう」発行に協

力をお願いしたい。 

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


 

 

服部会長：服部年度もあと 3 回。7 月ガバ

ナー公式訪問、記念事業、60 周年行事と

てんこ盛りの一年でした。6 月 30 日ま

で、会長の立場としての行事がまだあります。 

徳永会長エレクト：次年度に繋がる記念事

業を行う事が出来たこと、皆様に感謝しま

す。素晴らしい 60 周年行事でした。次年

度も環境問題をテーマに進めます。 

鈴木弘毅幹事：拙い幹事へのご協力に感

謝。残りの 3 例会を頑張ります。 

匂坂 S.A.A：直前会長と S.A.A という立場

でしたが、今年は様々な事業や 60 周年行

事も成功して羨ましい。例会出席者がやや

少ないのが残念。 

清水会計補佐：順調に執行され、Zoom 例

会で余裕が出た。その分、ニコニコが少な

い。 

【三宅クラブ奉仕担当理事】 

村松プログラム：テーマを決め、逗子在住

で活躍している方に限定して 20 数回の卓

話者を集めるのは大変だった。来年の卓話

を楽しみにしている。 

大野親睦活動家族：委員は多いが委員会が

開けないという状態。納涼会は中止、忘年

会は全員がスピーチ。新年会は、腰越の

「AO」で開催した。最終例会は鎌倉プリ

ンスで好評のバンドで楽しく行います。5 月・6

月のお祝いは最終例会で行う。 

羽隅ニコニコ：出席者が少なく、Zoom例

会ではニコニコが集まりにくい。あと2回

の例会で 150 万円達成を期待します。 

古畑出席：60％出席が目標であったが、Zoom環

境もあり達成できず残念。仕事ではなく

ロータリーで集まれる事は素晴らしい。 

【菊池奉仕プロジェクト担当理事】  

菊池職業奉仕：フォーラムは Zoom で、

討論が出来ず、三浦の議員に奉仕の実

践・地域の社会貢献の話をして頂いた。 

大野国際奉仕：畠中氏の紹介でキルギス日本大使

が Zoom で参加。グルーバル補助金を獲得し積み

立てている拠出金を使って事業を進めたい。 

横山青少年奉仕：コロナ禍により、行事

が無くなった。逗子開成では、インター

アクト委員が 1 名となり危機的状況。来

年は改善を願う。 

【松井会員増強・退会防止担当理事】  

松井ロータリー研修：6/22、18:00～ 

3 千円会費で、入会 3 年未満の会員を中

心に委員会を開催する。多数の会員の参加を願う。 

三宅会増強・退会防止：入会者リストを

作って努力した。今年度は 3 名が入会。 

鈴木久彌会員選考・村田職業分類：次年

度は久彌会員と相談したい。 

稲垣会報編集：本日、会報42号を発行。

休まず発行できた。卓話記録を書いて頂

いた方々に感謝。 

大野 IT・PR： Zoom例会とハイブリッド

例会を行ってきた。最終例会では１年を振り返る

画像を大スクリーンに映そうと考えている。 

 

 

 

 

 

服部君：皆様、下半期報告、宜しくお願いします。 

矢部君：下半期報告を迎えました。次年度も宜しく！ 

松井君：車線変更に気をつけましょう！ 

木村君：今日が 2 日目、宜しくお願いします。 

三宅君：今日も楽し！ 

桐田君：今日は早退します。よろしく！ 

村田君：腰が痛いの。 

羽隅君：蒸し暑い日ですが、宜しくお願いします。 

山科君：今日も猛暑ですかね？ 

村松君：早や６月、最終月となりました。一年間、皆様

ご苦労様でした。 

稲垣君：暑いですね、委員会報告宜しくお願いします。 

横山君：明日、明後日で山口哲さんとお別れです。あり

がとうと言いたいです。 

橘武君：良い季節になってきました。 

臼井君：夏がきました 

古畑君：今日は暑いですね。もう夏です。 

西久保君：ムシムシする季節になりました。 

鈴木弘毅君：良い天気！残り 3 回、頑張ります！ 

菊池君：今年もあと例会 3 回を残すのみとなりました。 

大野君：最終例会、再び鎌倉プリンスホテルとなりまし

た。ご家族の皆様お誘いあわせの上、どうぞ、

お越しくださいませ。 

匂坂君：本年度も残り 1 ヵ月。1 年早いですね！ 

清水君：今年度最終月です。ようやくです。 

     

ニコニコＢＯＸ本日合計 ￥３２，０００  累計 ￥１，４０８，６０４ 

役員・クラブ管理運営委員会 下半期報告 

6 月理事会報告 
✿6 月 16 日(木)最終同伴例会。出席者は 3 千円の 

会費。18:00 開始 於：鎌倉プリンスホテル 

✿次年度：組織・プログラム・申し合わせ事項提出 

✿社会福祉協議会評議員は、山本由夫会員に委嘱 


