
  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【流行語大賞タイパ】 
タイパとは、タイムパフォーマンス

の略です。お金の有効活用を考え
る「コスパ（コストパフォーマンス）」に
対し、「タイパ」は時間の有効活用
を考えます。でも、それってどう理解

するべきか悩ましいところ。 
デジタルが進化して、個人が取り扱う情報量が

膨大になってきています。それは例えば、新聞雑誌
よりインターネット、電話より LINE などの SNS、静止
画より動画などで情報を得たり、発信したりしていま
す。そうなってくると、沢山の情報を効率よくやり取り
するためには時間がない。つまり、その時間効率を
重視することがタイパです。 

流行語大賞になるくらいですので、その変化は一
般的と言える時代です。IT は効率化を高めて、社
会の流れは加速しています。 
 

【最小努力で最大効果】 
必要ないと判断したらスキップし、YouTube 動

画も映画も倍速で観る。Google 検索より、SNS で
タグ検索。現金より、QR コード決済。ポスターより、
デジタルサイネージ・・・ 
誰もが効率的に動き結果を出せるのも、またデジ

タル化の恩恵です。タイパ至
上主義の若者も増えていく
でしょう。実はその辺り、横山
会長エレクトが得意にしてお
り、Google 本社から招待を
受けた程です。逗子ロータリ
ークラブは、その学びの場の
一つとして発展していくことを
願っています。 

予  定 

12 月 15 日(木) 18:00 忘年会（カンティーナ） 

12 月 22 日(木) 休 会 

12 月 29 日(木) 休 会 

1 月 5 日(木) 休 会 

1 月 12 日(木) 17:30 新年会（同伴・日影茶屋） 

1 月 19 日(木) 
18:30 新春対談・山科会員&鈴木安之

会員「渋沢栄一とロータリーについて」 

第 2898回 例会プログラム（ハイブリット） 

       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  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表 

13:30  閉会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長  
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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  

 

第 2897回 例会記録 2022年 12月 1日 

【出席報告】会員数 40 名  

出席者 21 名（Zoom1 名）52.5％ 

【幹事報告」・12 月ロータリーレート ￥138/＄ 

・横須賀北 RC より会報 

・ブチャ発電機支援への協力依頼 

・ジャワ震災被害に対する支援要請 

【委員会】・ローターアクト年次大会 1/29（小田 

原報徳会館）参加者募集（大野地区委員長） 

・社協フードドライブ箱詰め協力依頼 12/15 

13:30～(森澤委員長) 亀岡八幡宮大銀杏 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


 
 
 

 

 

 

 

 

【松井副会長】 徳永会長は環境問題に一生懸命取り組んでいます。来年は横山さ  

ん、その次は岡本さんに決まり、毎年新しい方(2 度目とかでなく)が会長を務める

のは逗子ロータリーだけ。副会長としてあと半年頑張っていきたい。 

【横山会長エレクト】 来年は会長ですので、頑張ります。 

【服部直前会長】 キルギスの件、お尻を叩かれています。これから頑張ります。 

【三宅会場監督】 皆様の例会参加、私語も無く有難い事です。引き続き宜しく。 

【矢部幹事】 大変不慣れな幹事ですが、皆様にご協力を戴き本日の理事会まで何

とかやってきました。来年も引き続き宜しくお願いします。 

【大野会計】 会員数が減って来ている。予算は、収入が無ければ支出も減らさな

いといけない。ニコニコの収入は次年度の活動に影響します。収入が少なければ会

費を上げるのも選択肢です。皆さん一緒に逗子 RC の会計を考えましょう。 

【菊池クラブ運営委員長】 プログラム委員会は例会数 43 回の内 19 回が終わっ

た。年明けは鈴木会員・山科会員による楽しい例会を予定している。後半の約半分

は卓話の内容が決定している。今年のテーマは環境問題、デジタル化なので幅広い

卓話の講師をお願いする。月１回は女性講師の卓話を組み込みたい。 

【桐田親睦委員長】 8/18 に逗子海岸にて納涼会を実施。家族を含め 50 名が出

席。11/23 は京都紫野 RC との合同移動例会を開催。逗子 RC から同伴者含め

18 名の出席。新年会は「日影茶屋」で行うので、皆様是非ご出席下さい。 

【松井ニコニコ委員長】 ニコニコはその時々の楽しかった事や嬉しかった事を申

告してお気持ちを頂いている。記念日にはお気持ちで 3 千円、となっていますの

で、改めてご理解をお願いします。橘武会員や古畑会員は良いコメントを書いてく

れています。これからも楽しいニコニコの発表をしたい。 

【羽隅出席委員長】 出席委員長にも関わらず出席が出来ておらず、お詫びいたし

ます。出席報告も、ほぼ木村会員が行って下さっています。今後は出席率 50％以

上となるよう、お手伝いさせて頂きます。 

 

 

 

矢部君：今日から師走。年次総会、宜しくお願いします。 

松井君：徳永会長の代理を勤めます。宜しくお願いします。 

岡本君：徳永会長、あと半年、宜しくお願いします。 

清水君：今日、社協のお手伝いに行って来ました。今井真理

子会員のご逝去、ショックです。 

桐田君：親睦移動例会、ご苦労様でした。 

大野君：合同例会では飲み過ぎました！反省。 

横山君：京都との名古屋・三重、楽しかったです。 

稲垣君：本日より師走！1 年、あっと言う間でした。 

服部君：急に寒くなりましたね。 

石田君：年次総会、宜しくお願いします。 

匂坂君：いよいよ、市長選挙が始まります！ 

木村君：今日から師走。寒くなりました。体調管理に留意し

ましょう！ 

森澤君：京都との合同例会・親睦旅行、無事に終わって良か

ったです。 

菊池君：合同例会・親睦旅行、お疲れ様でした。 

羽隅君：寒くなって来ましたね。ご自愛ください。 

古畑君：いよいよ師走ですね。忙しくなります。皆様、お身

体大切になさってください。 

臼井君：旅行では、皆様に大変お世話になり、ありがとうご

ざいました。 

鈴木弘毅君：寒風邪に気をつけましょう。 

三宅君：今日も楽しや。 

山口君：禁酒しています。 

ニコニコＢＯＸ  本日合計   ￥３５，０００     累計 ￥６９０，０１０ 

役員・クラブ管理運営 上半期報告・下半期計画発表 

年次総会 2023～2024 年度 役員及び理事の選挙  
指名委員会（11/10 開催）によって指名された（松井一郎議長）11 名の役員および理事は、 

12 月 1 日(木)開催の例会において、投票によって満場一致で当選された。 

役員・理事(11 名) 会長：横山 健・ 直前会長：徳永淳二・ 会長ノミニ―：岡本 久・  

山口次郎・大野宏一・鈴木安之・石田 隆・松井一郎・三宅 譲・匂坂祐二・鈴木弘毅 

12 月理事会報告    
★忘年会：12/15 18:00 

 カンティーナにて開催 

★新年会(同伴) 1/12 

17:30 日影茶屋にて 

会費：1人 5.000円 

★市民まつり、親睦旅行の

決算報告：承認 

★社会福祉協議会「子ども

応援大作戦」に 5 万円を

寄付。例会にて更に募金

を募る―承認 

★1/12 は 2.900 回例会 

 写真撮影用看板を用意。 

【担当：古畑 優】 

訃 報 
今井真理子会員(74 歳) 

(2019 年 7月 4 日入会) 

2022 年 9 月 

2 日ご逝去され 

ました。謹んで 

お悔やみ申し上 

げます。 

黄尉倫君のひとこと 

次の出席は 1/12 になり

ます。皆様、インフルエ

ンザ・コロナに気を付け

て、良いお年をお迎え下

さい。 

 岡本 久会員 


