
  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今日も楽しや ロータリー】 

徳永年度も 4 分の 1 が過ぎ、まだ何

も変化をもたらせてないなあと力不足を

感じる日々。会長の時間の騒めきがそ

れを物語っていると僕は感じています。 

逗子という地域はロータリークラブを必要としているのでしょ

うか？私たちは、これからも必要とされるロータリークラブにな

れるでしょうか？僕は毎日、真剣に考えています。それぞれの

立場があると思いますが、皆様は如何でしょうか。 

会員になる理由はそれぞれですね。僕は、「楽しいからこそロ

ータリー」と思っています。またそれも人それぞれだと思います

が、その「楽しさ」はどこから来るのでしょうか。 

 

【成長していくストーリーを目指して】 

大野会員が示してくれた長期戦略を実践していこうではあ

りませんか。成功と失敗と、反省の繰り返しながら、成長して

いくストーリーは、多少の違いはあるにしても、それは過去も同

じだったと思います。現在のままでは、逗子ロータリークラブは

衰退していきます。 

過去の伝統や歴史を大事

にしながら、奉仕事業を持続

的に発展させて、新しい輪を広

げていく。そんな未来に向かっ

て力を合わせていきませんか。 

 

 

 

 

予  定 

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」 

11 月 23 日(木) 
18:00 京都紫野 RC・逗子 RC 合同

例会 於：長島温泉「火水木」 

第 2891 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  山口次郎会員 

「イニシエーションスピーチ」 

13:30  閉会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長   

第 2891 回例会 逗子ロータリークラブ  WEEKLY REPORT 
    2022-2023 №14  2022 年 10 月 13 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  

 

2890回 例会記録 2022年 10月 6 日 

【出席報告】 出席数：25 名(Zoom2 名) 61.0％ 

【幹事報告】：・2022-23 年度地区補助金特別募集 

・10 月ロータリーレート 1 ドル 145 円 

【委員会報告】・研修委員会（松井）：新会員をサポート

するメンター制度を導入 羽隅会員-担当松井 西久保

会員-担当菊池 木村会員-担当森澤 天口会員-担当桐

田 各会員 

親睦活動（服部）：11/23-24 京都紫野 RC との合同例

会 ゴルフか観光の確認を例会にて回覧 

 

10 月 7 日(金) 沖に停泊する「にっぽん丸」と 

逗子海岸花火   iPhone にて 徳永会長撮影 

nite 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


10月理事会報告 
・10/2 開催ビーチバレー大会報告 バレーボール協会の決算書を確認すべき。 

・10/15 地区大会 参加者：矢部幹事、松井副会長・石田・大野地区役員長 

   10/16 参加者：石田・大野・徳永・横山・鈴木(弘)・清水 

・10/20 逗子 RC・葉山 RC 合同例会 19:00 例会開始。新会員の紹介及びクラブ

の活動について説明、報告 

・11/6 逗子市民まつり：ポリオ募金、環境問題展示・映像流す。逗子開成 IAC

参加。具体的には社会奉仕委員会で検討する。 

・11/23～24 京都紫野 RC との合同例会：行程・予算の説明。親睦予算より 37 万

円支出。名古屋までの切符は個人で手配する。観光コース 31.000 円 ゴルフ

コース 25.000 円。 

・名誉会員の選任：会費の徴収について定款・細則を確認する。継続審議。 

・次次年度会長選考につき、選考委員会を設置する。指名委員会 11/10(木)18:00 

 

 

 

 
・逗子市 今年 1 月 2050 カーボンニュートラル宣言 

・住宅のまちの逗子での取組み 市民一人一人の取組みが大事 

・今生きる人は、子どもたちに未来を届ける責務あり 

逗子市は今年１月に「チャレンジ！逗子カーボンニュートラル 2050」を宣言しました。 

近年、日本各地そして世界中で、極端な気象現象（熱波、暴風、局地的豪雨等）が毎年発生

し、その影響は気象現象が発生した地域だけにとどまらず広範囲に渡っており、地球温暖化対

策には、今までの延長線上ではない社会全体の行動変容に向け、あらゆる施策の総動員が求め

られます。住宅のまち、逗子市でも市民の皆さまの協力の元、ライフスタイルの変革を目指し

て取組みを始めます。 

21 世紀を生きる子供たちに、安心できる環境を届けるためには、今生きる皆さんがしっかりと責任を果たすこと

が重要です。 

今年の夏の異常気象が更に激化するかと思うと、手をこまねいている場合ではありません。逗子市では、今年度現

状の把握、そして来年度以降に市民の皆さんとの取組み方針お示しするための準備をしています。 

その一つは、事業所と各ご家庭で、CO2 の見える化に取組むことを検討しています。それぞれの家庭から、いか

にして温室効果ガス排出の削減が実現できるかです。 

子どもたちを巻き込んで、勉強の一環でまち全体が課題に取組む仕組みが大事と考えます。 

ぜひロータリーも先頭に立って指導的役割を果たして頂けるようお願いいたします。 

 

桐ヶ谷覚市長は、若かりし頃北海道 100ｋ徒歩にチャレンジしたり、稲盛和夫京セラ社長の盛和塾に学び、 

何事においてもチャレンジ精神旺盛でした。その時代に蓄えた人間的資質、道徳心、倫理感が現在の市長と 

いう要職の原動力になっていると思われます。 

是非、これからの「明るい豊かな町作り」、逗子の未来の為に更なる決意と情熱を持って、取り組んで頂き 

たいと思います。頑張れ 桐ヶ谷さん！  一押し、二引き、三かわせ！  松井一郎 
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桐ケ谷逗子市長：今日は、宜しくお願いします。 

徳永君：ビーチバレー2022、お疲れ様でした。 

矢部君：桐ケ谷覚市長、卓話、宜しく。 

菊池君：お見舞いをいただき。 

山本君：無事に帰ってくることができました！ 

稲垣君：桐ケ谷市長、卓話宜しくお願いします。 

服部君：桐ケ谷市長、宜しくお願い致します。 

大野君・鈴木弘毅君・山科君・岩佐君・匂坂君・ 

古畑君：桐ケ谷市長、今日は卓話宜しくお願いします。 

西久保君：桐ケ谷さん、今日は宜しくお願いします。今 

日は寒いです。皆さん、風邪引かないように。 

 鈴木安之君：お久しぶりー♬ 卓話楽しみです。 

 村松君：寒い寒い 12 月の気候、卓話、楽しみです。 

 清水君：ビーチバレーお疲れ様。桐ケ谷市長、卓話よ

ろしく。 

 横山君：アントニオ猪木 ご冥福を祈ります。山本会

員、久しぶりに会えてうれしいです。 

 松井君：山本会員、お帰りなさい！ 桐ケ谷市長、卓

話宜しくお願いします。 

「逗子市政について」   桐ヶ谷 覚 市長 

ニコニコＢＯＸ    本日合計 ￥５０，０００     累計  ￥４５６，０１０ 

逗子 RC 会員より 元会員畠中一郎氏の 
「すこやかさ豊かさの未来研究所財団
設立の準備金」に寄付金贈呈 


