
＜出席報告＞ 出席数：24 名 58.5％ 

・前三役記念品贈呈 ・ロータリーの友解説：村松会員 

・えのすいと考える逗子の海と生き物セミナー2：鈴木

弘毅委員長 「7/30 当日、ご協力をお願いします」 

・カンティーナ店長に今年度もよろしくと 寸志を渡す 

・ロータリー青少年交換学生 募集開始 

・到着物：R の友・ガバナー月信・地区大会報告書 

・京都紫野 RC 中川会長より祝電を頂く 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回の例会は、いきなり Zoom

となり、急遽変更したにもかかわらず

ご協力のおかげで開くことが出来まし

た。今日は 2 回目ですが対面での

初めての例会となりました。 

国際大会の動画を作りました。次

回の例会で皆様に見て頂きます。 

 今年度のクラブのテーマは、環境問題とデジタル

化です。デジタル化につきましては「今勉強しないと社

会から取り残されてしまう」という事で、クラブでもできる

だけ勉強をしていく機会を増やし、それを奉仕活動、

例会、卓話を通じて活用できるように進めていきたい。 

 環境問題につきましては、7/30「えのすいと考える逗子の

海と生き物セミナー2」を逗子文化プラザで開催します。募集

を始めてすでに、関係者 100 名を含めて 400 名の席が埋

まっています。会員の皆様にはさらに、周囲の方々への広報

活動をお願いします。このセミナーでは、動画配信、500 名の

受付等、すべきことが沢山あります。全員の連絡先・住所を

把握しなければなりません。コロナの事もあり、座席の使用が

半分になる場合もありますので、是非皆様のご協力をお願いし

ます。 

田中ガバナー補佐、本日はお出で頂き、ありがとうございま

す。とても親しみのある方ですので、ご協力を仰ぎながら進めて

いきたいと思います。 

環境問題は、逗子だけでなく、葉山、鎌倉等、第 2 グル

ープからひろくご協力を仰ぎながら

今後発展させていかれたら良いと

思います。「えのすい」は積極的で

す。今度卓話にお出で下さる山

木さんも大変協力的です。今後、

様々な情報を集めて知恵を出し

合い、環境問題に取り組んでいき

たいと思います。 

予  定 

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) 
18:30  山木克則氏 (鹿島技術研究 

     所葉山水域環境実験場) 

8 月 11 日(木) 休 会 

8 月 18 日(木) 
18:00 納涼会 (逗子海岸海の家・ 

ハッピーゴーラッキー) 

8 月 25 日(木) 
12:30 イニシエーションスピーチ 

木村義幸会員 

9 月   1 日(木) 18:30 地区デジタル化推進委員会 

第 2880 回 例会プログラム＜ハイブリッド＞ 

                 於：カンティーナ 

（18:00     会員集合 随時食事） 

18:30     開会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長 

ロータリーソング斉唱 

会長の時間：徳永淳二会長 

幹事報告：来信・告示事項 

委員会報告： 結婚・誕生記念日のお祝 

出席報告： 

ニコニコ BOX 発表： 

19:00  佐藤祐一郎ガバナー スピーチ 

19:30  閉会宣言 三宅 S.A.A 

     点 鐘  徳永淳二会長 

19:40～ 佐藤ガバナーと会員の懇談会   

    2022-2023 №3  2022 年 7 月 21 日 
 

例会日：第 1・第 3 木曜日 18:30 第 2･第 4木曜日 12:30 

第 5木曜日 18:00 

例会場：「カンティーナ」 逗子市新宿 1-3-35 TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29  TEL＆FAX：046-873-0226  

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp 

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

会 長：徳永 淳二 

会長ｴﾚｸﾄ：横山  健 

副会長：松井 一郎 

幹 事：矢部 房男 

ＳＡＡ：三宅  譲 

会 計：大野 宏一 

直 前 会 長：服部城太郎 

会報委員長：稲垣  正 

徳永会長の時間  7月 14日 

 

2879回 例会記録 2022年 7月 14日 
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1. 2022-23 年度 ジェニファー・ジョーンズ 国際ロータリー会長紹介 

  ジェニファー E.ジョーンズ会長（カナダ・ウィンザー・ローズランド・RC 会員） 

  会長テーマ：「IMAGINE ROTARY」 法学の博士号(LL.D.)を有している。 

2. 国際ロータリー会長  テーマ＆ビジョンと目標「ＩＭＡＧＩＮＥ ＲＯＴＡＲＹ」  

 ①世界的に認められたコミュニケーターとして、最も差し迫った問題についての認識を高 

めていく。 ②多様性・公平さ・インクルージョン（DEI）を最優先とする。  

③「ロータリーの成長」を加速させる。 

3. 2022-23 年度 第 2780 地区 佐藤祐一郎 ガバナー紹介 

  1993 年 津久井中央ＲＣ入会 

４．2022-23 年度ロータリー第 2780 地区 地区活動指針地区活動指針 

  「取り戻そう！」 「記憶に残る年にしよう！」 

5. DEI について 

Diversity  ： 多様性 

Equity  ： 公正性 

Inclusion  ： インクルージョン(開放性・包括性)  

        あらゆる背景、経験、アイデンティティをもつ人 

        がいること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中哲ガバナー補佐：AG訪問で伺いました。下手な説明です

が、宜しくお願いします。 

徳永君：色々ありますが、一年間、どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

大野君：徳永年度、がんばって。 

服部君：徳永丸、出航！！ 

菊池君：徳永年度、初めての対面例会おめでとうございます。 

古畑君：逗子海岸、にぎわっていますね。 

桐田君：顔合わせて、第一例会のようです。 

羽隅君：不順な天候が続きますね。 

村田君：徳永丸の無事の航海も祈る！ 

山科君：徳永年度、頑張ってください。 

石田君：田中ガバナーようこそ。宜しくお願いします。徳永

会長、矢部幹事：やっとスタートしますね。 

松井君：徳永年度のスタートを祝して！田中 AG ようこそ。

本日は、宜しくお願いします。 

木村君：コロナに負けず、徳永年度を盛り上げていきましょ

う！ 

橘 武君：徳永年度の船出を祝して。 

清水君：田中 AG、ようこそ！徳永年度、よろしく。 

三宅君・横山君：田中 AG、ようこそ！ 

村松君、鈴木弘毅君、稲垣君、臼井君：：田中ガバナー補佐、

ようこそ。よろしくおねがいします。 

 

 

第 2 グループ 田中 哲 ガバナー補佐 訪問 「ＲＩテーマ・地区の方針」 

ニコニコＢＯＸ本日合計    ￥４３，０００     累計  ￥４３，０００ 

7 月の誕生・結婚記念日のお祝い 

本人：松井一郎、矢島 浩、山本由夫(よしお)、 

古畑 優、川上 敦、熊谷本気(まじ) 

パートナー：手島麻由子(万里)・木村由紀(義幸) 

結婚：手島万里・麻由子    （敬称略） 

7 月 理事会報告 
・2021-22年度一般会計・ニコニコ会計・特別会計決算：承認 

・2022-23 年度一般会計・ニコニコ会計予算：承認 

・2021-22 年度最終例会報告：承認 

・2022-23 年度組織・プログラム・申し合わせ事項：承認 

・7 月 21 日ガバナー公式訪問について内容・時間説明 

・えのすいと考える逗子の海と生き物セミナー2 企画説明：承認 

 BS・GS・JC・ローターアクトに案内をする 

・ビーチバレーボール予算 5 万円（ポリオ撲滅運動）：継続審議 

 

・8 月 18 日納涼例会（逗子海岸

海の家・同伴）：承認 

・親睦活動家族委員会 誕生・結

婚記念日祝い品は：カレー 

・7 月 R レート 1 ドル 136 円 

・京都紫野 RC へ表敬訪問 60

周年のお礼を兼ねて 8/6夜間

納涼例会 貴船「ひろ文」にて 

・ 

 

私は神戸出身。

小坪に妻の実家

があるので、逗

子には親しみを

感じている。 

ロゴに込められた意味 

円＝互いのつながり 

点＝人 

線＝「掘り出し棒」 

紫＝「ポリオ根絶」 

緑＝「環境」 

白＝「平和」 

7/14 財団ニコニコ 菊池 尚 10 ドル 

7/14 米山ニコニコ 菊池 尚 1.000 円 

 

徳永年度のスタート 

です。無事の帰港を

願って、乾杯！ 

松井副会長 

【担当：清水】 


