
  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【20 年近く続くビーチバレー大会 2022 会長挨拶より】 

10 月 2 日は、とても良い天気とな

り風もなく絶好の機会となったことを

大変嬉しく思います。 

この逗子ロータリーカップビーチバ

レー大会は 20 年近い歴史があり

ます。本日も、綺麗で気持ちの良

いこの逗子海岸で開催できることを

関係者の皆様、そして参加者の皆様に感謝申し上

げます。 

そして、この環境を維持するために日々努力なさっ

ている全ての方々に感謝申し上げます。 

 

この 20 年で相模湾の環境は大きく変わってきました。

皆さまご存知のように、海洋プラごみの増加、海水

温の上昇、磯焼けが発生し、海藻が減り魚が減り

続けています。海の中ですので、とても見えにくいで

すが、ダイビングをして撮った写真を昔のものと見比

べると、海の中は森が砂漠になったように感じます。 

 

私たち、逗子ロータリークラブは、環境問題につい

て知る機会を作り、自然環境を守るための活動を

行なっています。逗子ロータリークラブは、皆様一

人一人と手を取り合い、この大きな問題に対して共

に活動し、向き合っていきたいと考えています。また、

小児麻痺、ポリオ撲滅のための募金も行っておりま

すので、ご協力をお願いします。 

また、会員にならなくても、活動に参加できます。少し

くらいなら一緒にやっても良いかなと思う方がいらっし

ゃったら、有難いです。あちらのブースでインスタやメ

ールアドレスを教えてください。 

自然環境を守るための活動の輪が少しでも広がる

ことを願っております。 

予  定 

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) 
19:00 逗子 RC・葉山 RC 合同例会 

  (昼 合同ゴルフコンペ) 

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 

11 月 10 日(木) 
12:30 戸井貴久氏「逗子アートフェス

ティバル 2022 について」 

11 月 17 日(木) 
18:30 堀江 敏氏「東逗子駅開業 

70 周年について」 

第 2890 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  桐ケ谷 覚 逗子市長 

「逗子市の環境問題について」 

19:30  閉会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長   

第 2890 回例会 逗子ロータリークラブ  WEEKLY REPORT 
    2022-2023 №13  2022 年 10 月 6 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  

 

2889回 例会記録 2022年 9月 29日 

【出席報告】 出席数：23 名(Zoom2 名) 73.17％ 

【幹事報告】： ・ロータリー研究会登録申込書送付の

件。 ・第１回地区補助金説明会 10/8 

・米山クリーンキャンペーン 11/5 に変更 

【委員会報告】匂坂青少年奉仕委員長：・10/2 ビーチ

バレー大会 参加者は 9:00 集合。 

・インターアクト年次大会 11/23 参加者募集中 

桐田親睦活動委員長：11/23-24 京都紫野 RC との合同

例会の出・欠席確認を例会にて回覧 

 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


逗子海岸ビーチバレー大会 2022 開催 10月 2日(日) 於：逗子海岸東浜 

参加者：会場約 200名 逗子 RC17名 逗子開成インターアクトクラブ 4名 ポリオ募金実施 

 

 

 

◆最近のデジタル商品のイノベーション プロ使用の機材が、個人で手に入る 

◇報道等の中継映像放送が 1 オペで可 ◇個人の本を無料で出版・販売が可 ◇プロが使用して 

いる高価なモニターが格安で製品化 ◇映画・ドラマ等もスマホ・ミラーレスカメラ・ドローン 

で撮影 ◇YouTube・Instagram 等で LIVE 配信等 誰もが『文章』『写真・映像』を発信で 

きる（世界中に！） 

◆クラブ奉仕活動での写真・動画ストックを増やそう！  

◇逗子海岸ビーチーバレー大会 2022 年 10 月 02 日（日）9:00 集合 

◇地区大会 2022 年 10 月 16 日（日）12:30 点鐘  相模原市民会館 

◇クラブ例会 zoom システムを利用してのハイブリッド例会を実施中 

◆ストックした写真・画像を利用して逗子 RC（奉仕活動）をアピールする 

◇写真・画像はクラウドに保存…One Drive・Google drive・Adobe Creative Cloud 等を利用 

◇写真・画像の編集可能…Adobe Creative Cloud を導入済。Photoshop、Premiere Pro 等の写真・画像編

集の最新ソフトの利用が可。◇奉仕活動のアップロードにより、逗子 RC のアピールとなる。 

◆グローバル補助金事業の記録 ◇現地での写真・動画撮影 ◇日本に戻って編集・報告書作成 

◆『魅力ある逗子クラブ』への戦略 

 ◇将来的に会員拡大する方法：逗子ローターアクトクラブ、逗子ロータリー衛星クラブをつくる ◇クラブの多 

様化で、様々な年齢層をターゲットにする ◇奉仕活動等の写真・動画・文章のストックを増やす ◇クラブ会 

員が多く参加する絵がよい ◇会員の動画制作をサポート ◇逗子RCカメラ同好会発足 ◇HPの概念を変える 

◆サマリー 

 ◇デジタル化推進・IT や DX（Digital Transformation）など似通った単語が羅列しているが、要は今まで高額

なお金や、多くのマンパワー、多大なる時間がなければできなかったことが、発展したデジタル機器や通信環境

のおかげで、安価に・簡単に・迅速にできるようになったので、皆さん利用しましょう！ 魅力のあるクラブ造

りの為にも、写真・動画・文章などのコンテンツを一緒に積み上げていきましょう！ 

デジタルを皆がやれと言っているのではない（皆が出来るわけではない）、利用しましょう。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野君：本日、デジタル推進フォーラム、宜しくお願いいた

します。 

徳永君：大野委員長、フォーラム宜しくお願いします。 

矢部君：結婚祝を頂戴いたしました。大野会員、フォーラム

よろしく。 

松井君・森澤君・清水君・菊池君・服部君・木村君・ 

山科君・岡本君・西久保君：フォーラム、大野委員長宜しく

お願い致します。 

鈴木弘毅君：フォーラム楽しみです。 

三宅君：今日も楽し！ 

村松君：天候不安定です。卓話、よろしく。 

村田君：元気でない。 

桐田君：雨の中、歩いて来ました。 

山口君：無事、韓国から帰国出来ました。大野さん、がんば

ってください。 

匂坂君：椎間板ヘルニアになってしまい、辛いです。 

羽隅君：今日も宜しく願いたします。 

 

「デジタル化推進フォーラム」 フォーラムリーダー 大野宏一委員長 

ニコニコＢＯＸ    本日合計 ￥４７，０００     累計  ￥４０６，０１０ 

【担当：清水惠子】 


