
  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ユニセフの活動をご紹介】 
ユニセフは国際連合児童基金といい、世

界中の子どもたちのために活動する国際

連合の中のひとつの機関です。 

〈ユニセフの使命〉 

* ユニセフは、子どもの権利を守り、子ど

もがもってうまれた能力をじゅうぶんに発揮できるチャンスを広げ

るために活動する国際連合の機関です。 

* ユニセフは、「子どもの権利条約」にもとづいて活動し、この条約

がひろく子どもに対する行動の基礎となるように努力します。 

* ユニセフは、子どもの生存、保護、発達が、人類の進歩にとっ

て欠かせないものだと考えます。 

* ユニセフは、各国の政府などにはたらきかけ、「子ども最優先」

が実現するように支援します。 

* ユニセフは、もっとも困難な状況にある子どもたちが特別の保

護を受けられるようにします。 

* ユニセフは、緊急事態にすばやく対応して、子どもを守ります。 

* ユニセフは、中立の機関で、もっとも支援を必要としている子ど

もを優先的に援助します。 

* ユニセフは、女性と女の子が男性と同じ権利を得られるように支

援します。 

* ユニセフは、国際社会の平和と調和のある発展をめざします。 

なんだか、子供に特化したロータリークラブのようです。お互

いに理解しながら、協力できると良いですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予  定 

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」 

12 月 1 日(木) 
18:30 年次総会 役員・クラブ管理運

営上半期報告 下半期計画発表 

12 月 8 日(木) 
12:30 奉仕プ・広報・会員増強・R 財 

団関係上半期報告下半期計画発表 

第 2893 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：矢部仁美氏「声優について」 

19:30  閉会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長   

第 2893 回例会 逗子ロータリークラブ  WEEKLY REPORT 
    2022-2023 №16  2022 年 10 月 27 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  

 

2892回 例会記録 2022年 10月 20日 

【出席報告】出席数：22 名(Zoom2 名) 53.7％ 

   

米山ニコニコ（7 月～） 

7/14  菊池会員 1.000円  

      8/07  森澤会員 1.000 円 

9/01  森澤会員 1.000円  

9/29  菊池会員 1.000円 

財団ニコニコ（7 月～） 

7/14  菊池会員 100＄   

9/29  菊池会員   100＄ 

子供に気候変動の危機を 

訴える動画 

Fridays For Futureというグレタ

さんに刺激された若者がユニセフ

と共に活動している様子（６分） 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


地区大会で表彰も 

賞品は葉山牛 
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徳永君：葉山 RC の皆様、ようこそ！これからも仲良く、宜 

しくお願いします！ 

矢部君：逗子葉山 RC 合同例会楽しみます。隈本会長、小田 

幹事、葉山 RC の皆様ようこそ。 

大野君：葉山 RC の皆様ようこそ逗子へ。誕生祝を頂いて。 

ゴルフも調子よくなりました。 

森澤君・桐田君：ゴルフコンペ、参加の皆様、お疲れ様でし 

た。葉山 RC の皆様、ようこそ逗子へ。 

匂坂君：葉山 RC の皆様、逗子へようこそ！！ 

橘 武君：欠席が続き、申し訳ありません。これから、がん 

ばります！ 

西久保君：葉山 RC の皆様、宜しくお願いします。昨日は、 

24 年ぶりにダイビングしました。 

山口君：今日は、お疲れ様でした。芋焼酎差し入れです。 

三宅君：今日も、楽しく！ 

清水君：ゴルフ日和でしたね。葉山の皆様、ようこそ！お祝 

を頂き。 

松井君：葉山 RC の皆様、ようこそ！楽しいゴルフコンペ、 

ありがとうございます。 

菊池君・石田君：葉山クラブの皆様、ようこそ。 

山本君・木村君：葉山 RC の皆様宜しくお願いします。 

鈴木安之君：葉山との合同例会、楽しみにしてきました。 

山科君：鈴木会員、ボールをぶつけて申し訳ありません。 

臼井君：えのすいをはじめ、大変良い企画があるのに参加で

きずに申し訳ありません。少しづつ、体調を整えつ

つあります。 

ニコニコＢＯＸ    本日合計 ￥４７，０００     累計  ￥５４５，０１０ 

合同例会 

逗子・矢部房男幹事と徳永淳二会長 葉山･隅本源太郎会長と小田利通幹事 

 

１０月２０日第３例会は恒例の葉山RCとの合同例

会が逗子カンティーナ例会場で開催された。 

逗子・徳永会長は10月１９日に創立６０周年記念

事業の１つとして、葉山芝崎沖にて逗子・葉山の

RC 会員と逗子葉山 JC の皆様も参加して、ダイビ

ング機材を付けて海中探索と、海の現状調査を行

った。実際に潜ってみると、磯焼けがひどく１０

年前と比べると全く変わっており、海藻はウニ・

アイゴに食べられ、その酷さに驚いた。 

10 月 16 日の地区大会では、逗子クラブは米山寄

付 4000 万円達成クラブとして表彰された。記念

講演は「お魚と環境のはなし」で、講師は東京海洋

大学名誉博士・客員教授のさかなクンで、共通の環

境問題を拝聴した。 

葉山・隅本会長は、R 会員にとらわれず、町民も巻

き込んだ活動「ライフセービング」に参加、花火大

会では鎌倉大船 RC の皆さんと共に楽しんだ。 

 

ライフセービングを町民と 

８３歳 鈴木安之会員 存在感  躍動し優勝   

合同例会の昼、葉山国際CCで親睦ゴルフコンペが逗子９名葉山７名の参

加で行われた。優勝は鈴木安君(89-46・43)2 位戸張君(100-48・

52）３位大野君(104-48・52) 安さんは「飛んできたボールがお腹に

あたってから 調子が良くなり 優勝することができました」と。 


