
【出席報告】 出席数：２２名  53.6％ 

【幹事報告】：「世界ポリオデー」フォトコンテスト案内 

・桜山古墳を守る会会報  ・ガバナー月信 3 号 

・9 月ロータリーレート 1 ドル 139 円 

【委員会報告】：服部国際奉仕委員長 キルギス訪問報告 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【石田隆委員長の危機管理セミナー】 

逗子 RC石田会員の開会挨拶により始

まった 2022 年 9 月 3日 2780 地区危

機管理セミナー。関西の某クラブのセクハ

ラ事件が文芸春秋で取り上げられて、ロ

ータリークラブそのものが批判を受ける事

態となった例を挙げて、防止策に加えて、

事案が起きた時の対応策の大事さを強調されていたのが記

憶に残りました。RI（国際ロータリー）への報告が遅くなると、ク

ラブが消滅することになる、ということをお聞きし、改革への本気

度を強く意識しました。 

【ハラスメントの防止】 

加えて、ロータリークラブに関係する者や団体全てに、ハラ

スメントの防止を求めています。これは、言い換えるとハラスメン

トを行う人物や団体との付き合いをやめるということです。逗子

クラブにおいても、地域との関係性を深めていく中、馴れ合い

ではなく、明確な行動規範が重要だと認識しました。 

【社会的危機とロータリー】 

東日本大震災やウクライナ戦争に見られるように、社会的

危機において国際ロータリーは迅速に活動してきました。逗子

地域において、社会的危機が起きた場合に、逗子ロータリー

クラブはどういった対応ができるのか、またどう対応すべきか、

事前にある程度の行動指針を作成する必要があると考えて

います。ご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

予  定 

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) 

9 月 22 日(木) 

12:30 卓話：安藤千里氏（(株)ボン

ド、ITデザイナー）「新OS(オペレーテ

ィングシステム)とHP(ホームペイジ)」 

9 月 29 日(木) 
18:00 フォーラム(デジタル化推進) 

    大野宏一委員長 

10 月 6 日(木) 
18:30 桐ケ谷 覚 逗子市長 

「逗子市の環境問題について」 

10 月 13 日(木) 
12:30 山口次郎会員 

    イニシエーションスピーチ 

10 月 20 日(木) 
18:30 逗子 RC・葉山 RC 合同例会 

     於：カンティーナ 

第 2886 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 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： 

13:00   卓話 歌代光男氏 

     「ライフセービングについて」 

     （NPO 逗子ライフセービングクラブ） 

13:30   閉会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長 

第 2886 回例会 逗子ロータリークラブ  WEEKLY REPORT 
    2022-2023 №9  2022 年 9 月 8 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  
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mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辻 彰彦様：皆様、こんにちは！伝統ある逗子 RC でつまら

ない卓話をさせていただきます。 

能勢健一様：地区クラブ管理委員会の ICT 推進担当として参

りました。どうぞ、宜しくお願いします。 

徳永君：昨年度、地区でお世話になった辻様、能勢様、本日

も宜しくお願い致します。 

矢部君：辻委員長、能勢副委員長、ようこそ。卓話よろしく。 

山口君：お蔭様で、哲さん納骨終わりました。ありがとうご

ざいました。 

三宅君：今日もよろしくネ！ 

木村君：本日は、防災の日。もしもの時に日頃から備えまし

ょう！ 

古畑君：涼しくなったと思いきや、また暑さが戻ってしまい

ましたね。皆様、体調には気をつけて下さい。 

羽隅君：今日も、よろしく！残暑厳しい中、ご自愛ください。 

桐田君：第一夜間例会、お酒、飲みに来ました。 

岡本君：辻様・能勢様、本日宜しくお願いします。 

匂坂君：辻様、本日は宜しくお願いします。 

稲垣君・大野君・清水君・森澤君・服部君・松井君：辻様、

能勢様、本日は宜しくお願いします。 

  

ニコニコＢＯＸ    本日合計 ￥３３．０００     累計  ￥２６１，０１０ 

【辻氏】逗子 RC が環境問題とデジタル推進をテーマにし 

ているのは素晴らしい。経産省が 5 月『未来人材会議』で 

発表されたレポートは「デジタル人材育成」と「脱炭素」 

の二本柱であった。レポートではこれらの分野に於ける日 

本の遅れが指摘された。中国、韓国、米国等に比べると日 

本人のこれら分野への勉強および自己啓発が劣り、結果と 

して日本の国際競争力は 1 位（1989 年迄）から昨年 31 

位、今年 34 位と急降下している。 

インターネットの進化過程は 3 段階あり、Web1.0 (1990 年代～2000 年代)は

ポケットベルやウィンドウズ 95 に象徴され、Web2.0（2000 年代～2020 年代）

はガラケーからスマホに変わった時代、そして Web3.0（2020 年代～）はこれから

の大変革の時代。 

本日の卓話では皆様にデジタル推進のきっかけを持ち帰って戴ければと思います。 

 

【能勢氏】 ICT(Information and Communication Technology)は難しいので

ICT は別名“いつも ちょっと トラブリます”。ICT は行政で取り組み始めている。

鉄道の切符は 2001 年にスイカが出て今はスマホでも出来る。自動運転、メタバース

も現実に迫り、東大工学部にメタバース学科が出来て“ドラえもん”の世界が実現化

しそう。マイナンバーカードの普及など ICT は急加速している。GIGA スクール構想

に於ける OS の半分が Google Chrome、Microsoft ではなく Google 勢がメジャー

である。辻氏と能勢氏は Google 認定教育者レベル 1 を取得された。 

ロータリークラブには「入りて学び、出でて奉仕せよ」と言葉がある。時代は急速

な変化にあるがロータリアンは人に優しい、温もりのある ICT を推進したい。格言

「はちどりのひとしずく」のように個人は個々に応じ出来ることをやることが大事。

ICT とは“いまから ちょっとずつ トライ”である。近々勉強会を開催しますので

是非参加して戴きたいと思います。 

・9 月：木曜 ICT でしょう！ オンライン勉強会開催。（詳細は大野委員長迄） 

・10 月：デジタルの日（2 日、3 日）オンラインイベント開催。 

（卓話）    「 ロータリークラブと ＩＣＴ 」 
Information and Communication Technology （情報通信技術） 

ＲＩＤ2780 クラブ管理運営委員会 辻 彰彦委員長  能勢健一副委員長（ICＴ推進担当） 

  

≪９月理事会報告≫ ・9 月・10 月例会及び地区地域関係スケジュール確認。 

・8/18 納涼会決算報告  ・10/2 ビーチバレーボール大会に参加・協力をする。 

・10/15-16 日地区大会開催案内 本会議は相模原市民会館。記念講演「お魚と環境

のはなし」（さかな君） ・「すこやかさゆたかさの未来研究所」財団創設の寄付を

例会にて募る。 ・第一例会（夜間）は親睦活動家族委員会担当で酒類提供する。  
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辻委員長 能勢副委員長  

国際奉仕 服部委員長報告 
キルギスに行き、ビシュケク RC

を訪問。牛のプロジェクトを進め

る方向で合意。グローバル補助金

を申請する。会員の皆様、ご協力

よろしくお願いします。 

【 担当：稲垣 正】 


