
＜出席報告＞ 出席数： 21 名 51.2％ 

・地区大会親睦ゴルフコンペ 9/5 応募締切 8/15 

・新会員の集い 9/27 対象 2020/7 入会～ 8/31〆 

・米山セミナー8/21 ミナパーク 

・森澤研修委員会 新会員のサポート(メンター）に協力

お願い 4 名募集 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【えのすいセミナー２】  

7 月から始まった徳永年度。初

めての奉仕活動を、皆様のご尽力

のおかげで、無事に開催することが

できました。 

環境問題に興味を持つ子供た

ちから、多くの申し込みを頂いたこと

は嬉しくもありますし、責任も感じます。子供たちが、現

在の逗子の生き物を知ることから、解決の見えない環

境問題があると気づきを得て「記憶に残る」ことを願っ

ています。また、1週間の動画配信を行っています。再

正解数を伸ばしていきたいと思いますので、シェアをお

願い致します。 

次のプロジェクトは、高校生を中心とした少し踏み込

んだイベントの開催を計画しています。我々、会員はリ

ーダーシップを取るべく、知識を増やしていかなければ

なりません。次週の卓話は、葉山で約20年、海洋環

境の研究を行っている山木様をお迎えして、また違う

視点から逗子の海と生き物について考えたいと思いま

す。 

【デジタル化】 

動画配信の機材をそろえました。今の若者は、動画を

1.5 倍速、2 倍速で視聴しながら、勉強したり情報を

得たりしています。Google で検索するより、twitter、

Instagram、TikTok の方が情報が早いことも多く、

書物よりも YouTube 動画で学ぶ時代です。逗子ロ

ータリークラブも、動画配信にトライしたいと思いますの

で、是非ご協力ください。 

 

 

 

 

 

予  定 

8 月 11 日(木) 休 会 

8 月 18 日(木) 
18:00 納涼会・同伴 (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 卓話：辻彰彦 地区クラブ管理 

運営委員長(大和中 RC)  能勢健一同上

委員会クラブ支援副委員長(厚木中) 

9 月  8 日(木) 
12:30 卓話：歌代光男氏（NPO 逗子

ライフセービングクラブ） 

9 月 15 日(木) 
18:30 新世代からの報告 (BS 逗子 

第1団・GS第39団・逗子葉山JC) 

第 2882 回 例会プログラム＜ハイブリッド＞ 

                 於：カンティーナ 

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：  

出席報告： 

ニコニコ BOX 発表： 

19:00 卓話：山木克則氏(鹿島技術研究所葉山水域 

環境実験場)  『逗子葉山の海洋環境と藻 

場の保全によるブルーカーボンへの期待』 

19:30  閉会宣言 三宅 S.A.A 

     点 鐘  徳永淳二会長 

    2022-2023 №5  2022 年 8 月 4 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  

 

2881回 例会記録 2022年 7月 28日 

デジタル関係 地区委員 
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徳永君：えのすいセミナー、注目度高いです。皆様、御協力

をお願いいたします。 

古畑君：夏本番！海、気持ちよさそうです。誕生祝、ありが

とうございました。 

矢部君：えのすいセミナー、宜しくお願い致します。 

森澤君：えのすいセミナー２近づきました！宜しくお願いし

ます。 

三宅君：今日も、元気！ 

松井君：7 月 30 日のえのすい事業、成功します様に！ 

匂坂君：えのすいセミナー２を成功させましょう！ 

菊池君：えのすいセミナー、みんなで頑張りましょう！ 

 

服部君：えのすい、成功を祈ります！ 

清水君：雲は夏、今日は葉山の花火。 

山科君：熱中症、気をつけましょう！ 

羽隅君：酷暑に負けず、頑張りましょう！ 

桐田君：今日は休会と思いました。抜けてきました。 

横山君：やっぱり、暑いですね。 

橘 武君：ただ、暑いだけ・・・・・。 

鈴木安之君：この暑さはなんだ！！ 

大野君：えのすいセミナー２ オリエンテーションご担当者、

本日宜しくです。 

稲垣君：いや～～。暑いですね！バテ気味です。 

「えのすいと考える逗子の海と生き物セミナー2」 

7月 30日（逗子文化プラザ）開催に向けて 

ニコニコＢＯＸ 本日合計    ￥４３．０００    累計  ￥１３３，０１０ 

【担当：稲垣 正】 

「2020-2021 YEAR BOOK」刊行 

CD 作成：地区青少年奉仕委員長／インタ

ー・ローターアクト委員長 大野宏一   

（会員全員に配布済み）   

この 1 年は新型コロナ感染症の影響で中

学・高校の部活動が停止・休止となるなど

厳しい状況であったので、2780 地区のイ

ンターアクターに二つのテーマで一人一ペ

ージの感想文を募った。 

①「私たちの挑戦」、他者を尊重しながら

進んでたすけることができるには。 

②コロナ時代に私たちができること。 

この CD にはインターアクトなど青少年関

係についての参考資料を載せてある。逗子

ロータリークラブは、インターアクトの提

唱クラブであるので、各自が活動の理解を

深めると共に、この分野の共通言語を会員

が共有することが必要です。是非読んで頂

きますよう、よろしくお願いします。 

【徳永会長】 昨年のセミナーは会場参加の他に動画配信で 800 人以

上が視聴された。デジタル動画は有効な情報伝達ツールである。  

今回のセミナー申し込みはＱＲコードからグーグルフォームにリンク、

氏名・連絡先等の情報が記録され申し込みリストが自動生成された。よ

って、データインプットやインプットミスもない。スライドも今や

Microsoft の Powerpoint から Google Slide に移行しつつある。今の

若者は動画を倍速(1.25～2 倍)で視聴しており時間セーブになる。デジ

タル化がもたらすベネフィットは大きく我々も大いに享受すべきであ

る。今回、高機能の動画撮影カメラを購入したので上手く使いこなした

い。皆さん、明後日のセミナーのご協力よろしくお願い申し上げます。 

【鈴木弘毅奉仕プロジェクト委員長】 

役割分担：委員会を中心に 3 部門。ロータリーポロシャツ着用 

受付：森澤・羽隅（7 名 テーブル 5） 桐田：2 ホ階ール  

鈴木弘毅：ギャラリー 撮影：大野・古畑  司会：徳永会長 

16:00：奉仕プロジェクト委員会関係者集合(１階ギャラリー) 

    えのすいの展示品搬入・設営の手伝い 

17:20：逗子 RC 全会員集合 全体ミーティング 

18:00：セミナー２階受付開始 18:30：講演開始  20:30：撤収   

7/30 「えのすいと考える逗子の海と生き物セミナー2」 開催 

 

応募出席者：236 名 

地区・IA・逗子市・他：    

17 名 

逗子 RC関係： 27 名 


