
  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【桐ヶ谷会員の市長 2 期目】 

圧倒的な支持を得ての当選、

おめでとうございます。後援会会長

の村松会員もお疲れ様でした。ご

苦労が実って良かったですね。そ

の他、多くの会員が応援に駆けつ

けていました。 

逗子ロータリークラブの活動においては、桐ヶ谷

市長より、環境問題とデジタル化は逗子市の政策

としても重要な部分なので、ぜひ一緒にやっていき

たいとお話を頂いております。 

桐ヶ谷会員の笑顔が良いですね。素敵な笑顔

は、歯の輝きから☆ 

【下半期に向けて】 

会員の皆様、一人一人の知恵と行動力を合わ

せることの重要性を実感しております。コロナが再び

波となって押し寄せようとしておりますが、アフターコロ

ナに向けて強い意志で奉仕活動を続けて参りたいと

思います。少し遠のいている会員の方、ちょっとだけ

zoom でも例会に顔を出してみてください。 

RI の方針にもあります地域との連携。桐ヶ谷市

政はもちろん逗子地域の様々な団体や個人と繋

がり、奉仕活動の幅を広げていきたいですね。お知

り合いをぜひ

ご紹介くださ

い。どうぞよ

ろしくお願い

たします。 

 

予  定 

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」 

1 月 26 日(木) 
12:30 景翠会デイサービスおりぃぶ施

設長 五十嵐美恵子氏  

第 2899 回 例会プログラム（ハイブリット） 

       於：カンティーナ 

18:00     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： 

18:20  忘年懇親会 親睦活動・家族委員会 

19:30  閉会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長  

第 2899 回例会 逗子ロータリークラブ  WEEKLY REPORT 
    2022-2023 №22  2022 年 12 月 15 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  

 

第 2898回 例会記録 2022年 12月 8日 

【出席報告】会員数 40 名  

出席者 24 名（うち Zoom5 名）62.5％ 

【幹事報告」・ブチャ発電機支援と、社協フードド

ライブ支援に対し、例会場にて募金を行う。 

・第２グループ I.M. 3/21 鎌倉女子大 

 ・『2022 年手続要覧』の PDF は、 

https://my.rotary.org/ja/document/manual-

procedure-035 からダウンロードできる。 

【委員会】・ローターアクト年次大会 1/29 参加予

定者：大野・鈴木安・松井・徳永・矢部各会員 

・ロータリーの友 12 月号紹介…村松雑誌委員長 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp
https://my.rotary.org/ja/document/manual-procedure-035
https://my.rotary.org/ja/document/manual-procedure-035


 

【徳永会長】 今年度はデジタル化と環境問題に取り組んで

いる。上半期に続き、下半期は「えのすいセミナーパート

3」を開催する。 

【鈴木弘毅 奉仕プロジェクト委員会担当理事兼社会奉仕委員

長】 上半期はえのすいと考える逗子の海生き物セミナー2

（7/30）、逗子市民まつり（11/6）、社協フードドライブ寄

付（12/14）を実施した。下半期はえのすいセミナー3 を開

催（3/25）する予定。 

【西久保 職業奉仕委員長】 職業奉仕フォーラム（2/16）

を開催するにあたり先日委員会を開き打ち合わせを行った。 

【服部 国際奉仕委員長】 キルギスのグローバル補助金申請

準備を進めている。決定の折には皆さんの参加をお願いしま

す。 

【匂坂 青少年奉仕委員長兼インターアクト委員長】 青少年

奉仕では逗子ボーイスカウト、ガールスカウト、青年会議所

に助成金を給付。社会奉仕委員会の行事と連携してインター

アクトの活動を推進した。下半期はインターアクト今治研修

に 4 名派遣。箱根 1 泊研修を行う 

【大野 広報委員会担当理事兼デジタル化推進委員長】 

ZOOM は定着している。下半期には逗子ＲＣの YOUTUBE

チャンネルの稼働を始めたい。 

【稲垣 会報編集委員長】 会報は 21 号を発行。卓話記録は

委員長、副委員長含め 11 名の会員に担当戴いたがそれぞれ

個性が文章に表れ素晴らしかった。下半期も引き続きこの方

針で進めます。 

【村松 雑誌委員長】 コロナ禍で「ロータリーの友」編集部

はご苦労されている。縦書き日本版は取材が減り投稿が増え

た。横書き国際版には特にウクライナの記事が比較的多い。

本誌は大変参考になるので会員は是非読んで戴きたい。 

【古畑 写真映像担当】 カメラ撮影、主に会報掲載用の静止写

真が上手く撮れるよう頑張っています。 

【匂坂 会員増強・退会防止委員会担当理事兼同委員長】 会

員数 50 名を目指すが残念ながら新入会員ゼロ。入会候補者

の数名と懇談、勧誘活動を行っている。 

【森澤 ロータリー研修委員長】上半期は入会なし。今、メン

ター制度を検討している。来週の忘年会は座席のシャッフル

をします。下半期は新人歓迎会と研修会を実施したい。 

【鈴木安之 ロータリー財団委員長】 逗子ＲＣ会員の財団寄

付が少ない。財団は素晴らしい仕事をしているが実情が伝わ

って来ない。 

【臼井 米山奨学副委員長】 奨学生の黄君は日本語も上手く

なり、専門も良く勉学している。世話クラブの役目は相談と

交流を深めていく事。是非、黄君に声をかけてもらいたい。 

                  【担当：稲垣 正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅場智彦君（鎌倉 RC）：本日、鎌倉 RC 佐藤会員のお嬢様の

青少年交換留学のお礼を申し上げに参りました。宜しく

お願いします。 

佐藤誠次君（鎌倉 RC）：本日、娘さくらのお礼に参りまし

た。宜しくお願いします。 

徳永君：ニューヨークから帰って来ました。引き続き、宜し

くお願いします。 

矢部君：鎌倉 RC 浅場会長・佐藤会員、ようこそ！ 

鈴木安之君：財団ニコニコ、今日、前期発表の為、いやいや

ながら入れておきました。 

山科君：12 月に入ったら、急に忙しくなりました。 

羽隅君：年末モードになってきましたね。 

山口君：会長、おかえりなさい。 

大野君：朝晩と寒くなりました！お風邪に御注意ください。 

清水君：12 月半ば、今年はあと何ができるだろう。 

古畑君：今日は、富士山が綺麗に見えます。久しぶりに富士

山見えました。 

臼井君：名古屋でのベゴニアガーデンは、最高でした。 

三宅君：今日も楽しや！！ 

稲垣君：今年もあと半月、委員会報告宜しくお願いします。 

村松君：一年早いものです。もう、師走ですね。 

桐田君：いよいよ、投票日まじかです。 

匂坂君：市長選、宜しくお願いします！ 

木村君：サッカーW 杯日本代表、本当に素晴らしかった。4

年後が楽しみです。自分も 4 年後に向けて頑張ります！ 

服部君：報告、よろしくです！！ 

横山君：なんと！スリーハンドレッドクラブでラウンドしま

した！！ 

松井君：日本クロアチア戦、見事でした！鎌倉 RC 会長浅場

智彦さん、ようこそ！   

菊池君：ニコニコ¥1,000 円お願いします（チャット）。 

ニコニコＢＯＸ  本日合計  ￥５２,０００     累計  ￥７０７，０１０ 

奉仕プロジェクト・広報・会員増強・R財団・米山関係 上半期報告・下半期計画

表 

12 月誕生・結婚記念日のお祝い  
本人：菊池 尚、服部城太郎、森澤義一、鈴木弘毅 

岡本 久  

パートナー：桐ケ谷和子（覚）、岡本明美（久） 

結婚：橘 克巳 由美子    （敬称略） 

青少年年交換学生 
佐藤さくらさん 

(2023 年イタリアに

出発・清泉女学院中学) 

逗子クラブの推薦となっ

たので、鎌倉 RC 佐藤会

員(父) 

と浅場会 

長が挨拶 

に来られ 

ました。 

冬休み直前企画 
フードドライブ 

子ども応援大作戦に寄付 
(逗子市社会福祉協議会) 

2022/12/14  88.000 円  

 

 


