
  
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

                                                       

    

         

   

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

先週山口哲さんのご葬儀が滞りな 

く行われました。鈴木安之会員が葬儀委

員長として逗子ロータリークラブが主体

となりました。お通夜、告別式にわたり

多くの会員の皆様にお越し頂き、お手伝

いをして頂いた方々にも、深く御礼申し

上げます。 

まだ新型コロナウイルス感染の影響もあり、精進落としも

できなかったため、6月30日に山口哲さんを偲ぶ会を逗子ロ

ータリークラブとして行いますので、ぜひご参加ください。 

さて、人生の楽しみの温泉めぐりですが、強い印象に残っ

たのは、四国徳島県の祖谷渓の断崖絶壁に建つ祖谷温泉です。

すさまじい断崖の渓谷に宿があり、ケーブルカーで 170m 下

った川のそばに露天風呂があり、美しい渓谷を見ながら湯に

つかることができます。温泉の質も天下一品でした。ケーブ

ルカーは無人で、自分でスイッチを入れてケーブルカーの運

転ができるのも、特別な体験です。 

もう一つは、熊本県の阿蘇にある、その名も地獄温泉です。

これも山の中深くの一軒宿で、白濁した、すずめの湯の泉質

は特に素晴らしく、着衣して混浴のお湯につかりますと、足

元からどっこんどっこん、とお湯が湧きあがってきます。温

泉成分の泥パックもできます。 

しかし、人生で一番の思い出の温泉は、北アルプスの山奥

にある高天原温泉です。黒部川の支流沿いの標高約 2,100 m

の場所にある秘境中の秘境の温泉で、たどり着く手段は徒歩

のみ。どの登山口からも遠く、この温泉につかるのに通常 2

泊 3 日は必要なため、日本一遠い温泉と言われています。 

今から20年以上前に、妻と一緒にテントを担いで雲ノ平で

キャンプして、この高天原温泉につかりました。温泉につか

って 1 日休もうと言っていたのですが、雲ノ平から下り 3 時

間で温泉につかってさっぱり、いい気分になった後、テント

場への登りかえしが 4 時間で、再び汗だくでした。しかし、

いい思い出になっています。 

会長の時間も、残すところあと一回となりました。時間が

ありすぎるし話すこともないと思いましたが、今から考える

と、まだまだ話すことがあったなと思います。 

このようにして、皆さんの前でお話しできる機会は貴

重だと、今になって思います。 

確かに会長の特権ですね。 

 

予  定 

6 月 23 日（木） 休 会 

6 月 30 日（木） 休 会 

7 月 7 日（木） 
18:00 役員・就任挨拶 各委員会 

年度方針発表 

7 月 14 日（木） 12:30 田中ガバナー補佐訪問 

7 月 21 日（木） 18:30 佐藤ガバナー公式訪問 

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 

8 月 4 日（木） 18:00 卓話 

8 月 11 日（木） 休 会 

since 1962 

第 2877 回 例会プログラム 

 於：鎌倉プリンスホテル 

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 

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： 

入会式 岡本久会員・山口次郎会員 

18:27   閉会宣言 匂坂 S.A.A 

     点 鐘  服部会長 

18:30   引継式  

18:45～20:30  懇親会 

 

20:00  終 了 

第 2876 回例会記録 2022 年６月９日（木） 

第 2877 回例会 

2022 年 6 月 16 日 

６月 9 日(木) 服部会長の時間 

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № 4４ 

出席報告 会員数 42 名 出席者 23 名 54.8％ 

幹事報告 ・6 月ロータリーレート 1 ドル＝127 円 

 ・Do More Grow More 缶バッジ授与 

     三宅会員・石田会員・鈴木弘毅会員 

 ・ロータリーの友 6 月号・ガバナー月信 6 月号 

・きかちゃんを救う会…米国で心臓病手術成功。募金 

を頂いた方々に感謝。とのこと。 

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


  

 
森澤社会奉仕:会員参加の活動は無かった。12

月フードドライブで逗子市社協の手伝い。3月

のフォーラムは社協の方にお話し戴いた。逗

子市から中里児童公園整備の依頼があり、60

周年記念事業として手伝った。 

鈴木(安)R 財団・米山奨学理事：R 財団寄付の

目標は達成。奨学生などに財団も良い事にお

カネを使っている。 

矢部米山奨学：米山寄付は満額寄付達成し

た。100％超えは 10 年ぶりの快挙。米山奨

学生コウ君は継続奨学生（大学院）で 2 年

目。 

桐田広報担当理事・副会長：副会長の出番は

なかった。公共イメージを発信する場が多か

った。 

村松雑誌：ロータリーに入会した時、研修で

先輩から 3 つの義務を教えられた。「①会費は

納める。②例会には出席する。③ロータリー

の友は必ず読みなさい」。これは大事である。

ロータリーの友は横書きが国際ロータリー全

体の話、縦書きは日本独自の記事。歴史、活

動などヒントが沢山ある。 

古畑写真・映像：会報の写真を担当したが臨

場感伝わるように心掛けした。撮影技術は向

上した。 

 

 

 

【60 周年実行委員会】 

村田実行委員長：昨年 5 月に実行委員長を頼

まれたがこれも 40 年間のお返し、最後の奉

公のつもりで引き受けた。記念行事では会長

を男にした。 

三宅副委員長：小山会訪問の際の居酒屋豚足

は思い出。服部会長の 60 周年は成功、無事

終了した。 

松井副委員長：行事は成功裏に終わった。小

山流津軽三味線を訪ねた帰りの思い出が残っ

ている。 

桐田総務：立派な 60 周年であった。清水さ

んにはお世話になった。 

矢部式典：匂坂副委員長の助けがあった。コロナで3月

末まで本当に出来るのか不安だった。逗子Ｒ

Ｃは動き始めると一気に加速する凄さがあ

る。 

清水広報・記念誌：記念誌は本日からスター

ト。直近 5 期の会長には記憶に残るイベント

とエピソードの提出をお願いする。 

菊池記念事業：海をテーマに環境問題をフォ

ーカス。7 月のなぎさホールから小坪の漁船・えのすい

資料館見学まで成し遂げた。逗子ＲＣはラス

トスパートが凄い。 

大野前夜祭・友好の広場：前夜祭・友好の広 

場・ゴルフ・エクスカーションは、体調 

不良で大穴を空けたが、皆さんに助けて戴き無事成 

功した。         【担当：稲垣 正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部君：皆様、下半期報告、宜しくお願いします。 

三宅君：今日も元気！ 

清水君：梅雨です。野菜が育っています。 

古畑君：海の家の建設が始まりましたね。今年は賑わい

そうです。 

木村君：逗子に住み始めて 2 ヶ月が経ちました。先週末、

逗子から江の島までランニングしました。 

羽隅君：体調管理に気をつけましょう。梅雨明けが待ち

遠しい今日この頃です。 

鈴木弘毅君：今日は涼しくて良いですね。 

矢部君：第二グループ現次会長幹事会が 6 月 7 日に開催

されました。いよいよ次年度の始動となります。 

横山君：徳永君、世界大会の土産話待っています。 

菊池君：ラス前になりました。 

村田君：あと一回だね。 

稲垣君：梅雨に入りましたね！委員会報告、宜しくお願

いします。 

森澤君：服部年度もあとわずか。お疲れ様でした。 

臼井君：服部会長、残り 2 回です！ガンバレ！ 

鈴木安之君：服部年度も最終例会を残すのみ。ご苦労様。 

橘武君：服部、鈴木弘、匂坂さん、ご苦労様でした。い

よいよ最後がついにね！ 

匂坂君：来週は最終例会、一年間、お疲れ様でした！ 

村松君：一年早いもの、服部会長、お疲れ様でした！ 

大野君：服部年度、最終の ZOOM ハイブリット例会で

す。何とか一年継続出来ました。 

桐田君：歳のせいか、うっかりしました。 

 

ニコニコＢＯＸ本日合計 ￥２６，０００  累計 ￥１，４３６，６０４ 

委員会 下半期報告 （広報・ロータリー財団・米山奨学・60周年） 

誕生・結婚記念日のお祝い  

５月 本人：矢部房男 

   パートナー：石田美恵子(隆)、河野富美

子(征一郎)、川上知子（敦） 

結婚：松井一郎 節子、横山 健・ﾏﾘｱ 

ﾃﾚｻ、古畑 優・幸代、 羽隅 

弘治・典子、川上 敦・知子 

６月 本人：西久保涼子  

   パートナー：村田昌美(典昭)  

  結婚：桐田吉彦・照子、木村義幸・由紀 

        クラブ会報から解放されて 
RC に入会してから、ずーっと服部年度まで会報委員会に席を置

き、会長経験の時も委員として兼任した。 

まあ、新聞が好きで記者に憧れ、親に内緒で神奈川新聞の入社

試験を受験したこともある。 

しかし２～３年前から「もういい加減に、会報誌から解放して

欲しい」と思うようになった。もしも編集で病になったら誰か

に介抱して頂き，快方の方向へ向かうようお願いします 

今は、３大新聞でさえ休刊日があるのに、RC は例会が開催さ

れた時は休まずに必ず発行し、休刊なし。 

自分も含めて歴代会報委員に感謝します。アッパレ！ 

これからも、逗子 RC の会報誌のご愛読をよろしくお願いいた

します。                                      （橘   武） 


