
  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何のためにデジタルをやるのか 

【逗子 RC の誰一人取り残さないためのデジタル化】 

デジタルを進めることで、国民の皆

様の生活を便利にするのと同時に、

人口が減り、高齢化が進む日本社

会を温もりのある社会にしていくため

には、デジタル技術を最大限に活用

していくということが必要なんだというこ

とをしっかりとご理解いただき、進めていかなければなら

ない。（河野太郎デジタル大臣より） 

横を繋ぎ、縦を繋ぎ、国際的なところと繋がっていく。そ

れをやりながら、世の中を便利にしていく。 

「世の中を便利に」というと、抽象的で漠然としています

が、日々の仕事や生活も全てが変わるということです。 

今なら間に合います。 ICT は、 Information and 

communication technology の略ですが、 

9 月第一例会で、お話しいただいた地区 ICT 委員会

の辻委員長に言わせると、ICT は、 

→いまから、 ちょっとずつ、 トライ  

→ いつも、 ちょっと、 トラブル 

そして、徳永年度のもう一つの柱である、環境問題に

も繋がってきます。 

環境問題は、逗子地域だけの問題ではございません

ので、広く、横を繋ぎ、縦を繋ぎ、国際的なところと繋

がっていくことが重要になります。 

まさに、デジタルの出番です。 

昨日の話ですが、zoomにてユニセフと繋がることがで

き、ぜひ協力をしたいという申し出を受けました。 

どうですか、もっともっと進めませんか。デジタルと環境

問題。 

未来を信じて、強い意志で。 

来週のデジタル化フォーラム、参加してください。 

皆様のご協力が必要です。きっと良いことあります。 

予  定 

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 

10 月 27 日(木) 18:30 矢部仁美氏（声優について） 

11 月 3 日(木) 休 会 

第 2888 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   安藤千里氏 (株)ボンド（IT デザイナー） 

      「新オペレーティングシステムと 

       ホームページ」 

13:30   閉会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長 

第 2888 回例会 逗子ロータリークラブ  WEEKLY REPORT 
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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  

 

2887回 例会記録 2022年 9月 15日 

【出席報告】 出席数：17 名  41.5％ 

【幹事報告】：・10 月 27 日の昼例会を 夜間に変更。 

・横須賀北 RC から例会案内と週報の到着 

・2023-24 年度第１回地区補助金説明会 10/8 開催 

・地区大会（10 月 15 日・16 日開催）について 

・京都紫野RC合同例会について（11月23日・24日） 

・三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟会費の件 

・赤い羽根共同募金について 

【委員会報告】：・ビーチバレーボール大会について

（10/2 開催） 

・市民まつり参加について（11/6） 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


 

 

ガールスカウト神奈川県第 39 団  

団委員長 若尾節子様 

1920 年にガールスカウト運動が日本の地にまかれ、

100 年が経ちました。ガールスカウト神奈川県第 39

団も昨年 45 周年を迎え、やくそくとおきてを守り続け

ております。 

社会活動としては、赤い羽根共同募金・ユニセフ募

金・海岸清掃などです。近年、少女会員の減少で活発な

活動は望めませんが、やくそくとおきてのもとに、より

良い明日を目指し、楽しく活動を続けております。 

本年、45 周年記念キャンプとしてガールスカウト戸

隠キャンプセンターで記念団キャンプを実施。他団との

交流もでき、心に残るキャンプとなりました。本年夏に

実施されました、ロータリークラブの、逗子なぎさホー

ルでの催しは、とても楽しく参加致しました。 

日本ボーイスカウト逗子第 1 団   

育成会長 丸山健一様 

スカウト数は 35 名、指導者含め 58 名で活動してい

ます。逗子第1団は、発団60周年を迎えました。今年

度は、第 18 回日本スカウトジャンボリーが開かれ、大

集会とファイナルナイトに参加。1 月に新年集会、スカ

ウト・リーダーにとって重要な活動である上進式も4月

に実施しました。8 月には形を変えて団営火(キャンプ

ファイヤー)、9 月には 2 年間できなかったＢＳ・ＧＳ

合同の海岸清掃も行いました。各隊は工夫して隊活動を

続けております。 

 

一般社団法人逗子葉山青年会議所  

理事長 友田慶樹様 専務理事 矢部佐理様 

       次年度理事長 関野早也香様 

会員数 7 名でしたが 3 名入会し、本年度 10 名で活

動しています。市町村の幸福度ランキングで、全国で逗

子市 9 位、葉山町 2 位だそうです。 

今年度の事業は、自分達の素晴らしい町を言語化し、

記事にして、本、又は冊子にして出版しようと考えてい

ます。地域の子ども会のレクレーションの様子やボーイ

スカウト活動、地域の魅力を感じられる記事、写真を集

めて現在、70～80 件、取材に回っていて、12 月には

出版したいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

9 月のお祝い     米山奨学生黄尉倫君 田中 AG 

                             第 2 グループ 会長・幹事の皆様 

 

 

 

友田様（JC）：お招き頂き、ありがとうございます。 

田中 AG：本日は会長幹事会で出席させて頂きました。逗子

RC は、何度伺っても最高です！ 

浅場君（鎌倉 RC 会長）：本日はお世話になります。宜しくお

願いいたします。 

橋本君（鎌倉中央 RC 会長）：本日は宜しくお願いいたします。 

西村君（鎌倉大船 RC 会長）：本日は、お世話になります。 

隈本君（葉山 RC 会長）：今年度も宜しくお願いします。 

徳永君・矢部君：田中 AG ようこそ。第 2 グループ会長幹事

様ようこそ。ガールスカウト、ボーイスカウト、JC

の皆様ようこそ。 

石田君・大野君・匂坂君・西久保君・山科君・松井君：ボー

イスカウト、ガールスカウト、青年会議所の皆様、

宜しくお願い致します。 

清水君：新世代の皆様、ようこそ。 

横山君：10 月 20 日、27 日のゴルフは参加できませんが、

来週 9 月 21 日、誰かゴルフ行きませんか？ 

羽隅君：今日も宜しくお願いいたします。 

桐田君：後がつかえる様なので、早めに切り上げます。 

三宅君：今日もニコニコ。 

古畑君：今日は、すっかり秋めいていますね。来週の台風、

心配です。 

ニコニコＢＯＸ    本日合計 ￥３６,０００     累計  ￥３２８，０１０ 

           「 新 世 代 か ら の 報 告」 

【 担当：匂坂祐二】 

   矢部様・若尾様  友田様・丸山様・関野様 


