
  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【謹賀新年】 

皆様にとって幸多き一年となるこ

とを願っております。 

徳永年度は残り６ヶ月を切りました。

多くの会員のご配慮を頂き、若輩

者の会長は何とかやっております。会員の皆様は、

どのように感じていらっしゃるでしょうか。 

デジタルや環境問題はやりがいがあるという意見

から、難しくて面白くないという意見まで様々頂いて

おります。多様な意見があってこそのロータリークラ

ブですが、最後は面白かったと言わせたい、こう思っ

ております。 

そして、これまでに私たちが知って考えて行動して

きこと、つまり私たちが共同して努力した結果が、私

たちの未来に希望をもたらすとを信じております。 

 
新年や 希望膨らめ 逗子クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予  定 

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  

2 月 2 日(木) 
18:30 近藤大輔県会議員 

「逗子葉山の環境問題について」 

2 月 9 日(木) 
12:30 神奈川県ユニセフ協会事務局長 

関山万里子氏 

2 月 16 日(木) 18:00 職業奉仕フォーラム 

第 2900 回 例会プログラム 

          於：日影茶屋 

17:30     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： 

17:50  閉会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長 

18:00  新年会 開始（親睦活動・家族委員会） 

  アトラクション（二胡演奏） 歓談 

20:00  新年会 終了 
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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 2899回 例会記録 2022年 12月 15日 

【ゲスト】 佐藤さくらさん・お母様 

   (2023 年出発 青少年交換学生 イタリア) 

【出席報告】会員数 40 名 出席者 24 名 60.0％ 

【幹事報告」・ブチャ発電機支援に 4 万円を寄付 

・社協子ども応援大作戦 (フードドライブ )に

88.000 円を寄付 

 ・1/14 地区インターアクト委員会開催 

 ・1/28  2023-24実施年度向け 第 2 回地区

補助金説明会開催  

 ・1/12 同伴新年会 17:30 日影茶屋 

初日の出 八ヶ岳より富士を望む（ピンク富士） 

撮影 徳永淳二 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


 

 

 

徳永：半年私なりに頑張っております。後半年ご協力を 

岡本：10 月で 60 歳。後半は勉強の為出席します。 

山科：今日の二次会は？ たまには行きたいね。 

橘武：市長選の圧勝はボクシングの井上とダブります。 

矢部：桐ケ谷市長当選おめでとう。町の発展の為奉仕を 

石田：イタリア国内の留学先はこれから決まる。北の方

が良い。昨日の地区危機管理委員会の忘年会では大

野氏の飲酒が印象深い。ロータリーは穏便に、穏や

かに、お願いしたい。 

菊池：市長選の選挙管理委員を務めた。プログラム委員

会では、多様性を目指し、月 1 回は女性を講師に

している。 

羽隅：82 歳。高 1 からバドミントンをしている。11

月の全日本大会に出場、銀メダルを 2 つ取った。 

古畑：陰で働く方が自分に合っている。逗子には 3

年。シニア水泳大会（平泳ぎ）を目指している。 

桐ケ谷：行政にかかわる、まさかの人生。ロータリー 

でも、これからの街づくりを議論しよう。 

服部：60 周年は大変だったので徳永年度は休もうと。

キルギスプロジェクトは頑張る。 

木村：5 月から会員として暖かく迎えて頂いた。逗子の

次に好きなのはイタリアのミラノ。さくらさん、楽

しんで。 

西久保：今年の思い出は、ダイビング。 

山口：入会半年。哲さんを引き継いで皆さんに助けられ

てロータリ―をさせてもらっている。 

横山：次年度迄あと半年。元気であれば何でもできる。

元気を取り戻すために色々トライする。 

清水：記念誌作成遅れている。もう少し待って下さい。 

村田：4 階級制覇の場合、賞金はどうなるの？ 

匂坂：市長選は議員のほとんどが応援した。地区インタ

ーアクト委員はとても楽しくやりがいがある。 

小林田巳生・京都紫野 RC：石田さんとの約束を果たし

に来た。ニコニコのコメントを皆が書いているのは

良い。横山さんにもお世話になりました。 

関根事務局：1 年半が経ち、名前と顔が一致してきた。 

松井：色々な事があるのがロータリー。会員に魅力があ

ると魅力あるロータリーになる。 

佐藤様：留学の機会を頂き感謝。子育てに試行錯誤。 

さくらさん：社会に貢献したい。イタリアで美味しいも

のを食べて、一回り大きくなって帰ってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1人 ひと言  忘 年 懇 親 会 （親睦活動・家族委員会） 

上半期ニコニコ大賞    

（松井委員長 選） 

1位：古畑 優 

2位：木村義幸 

3位：山口次郎 

4位：鈴木安之 

5位：横山 健 
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佐藤さくら様（2023 年青少年交換学生）：この度、

皆様のおかげでイタリア留学という貴重な機会を

頂くことが出来て、大変感謝しています。今日は

テストが終わったので、美味しい料理を食べるの

を楽しみにしています。 

小林田巳生君（京都紫野 RC）：宜しくお願いします。 

徳永君：桐ケ谷会員、2 期目おめでとうございます。

本年度皆様有難うございました。来年も宜しくお

願いします。 

矢部君：忘年会、楽しみます。佐藤さくらさん、よう

こそ！  

村田君：お久しぶりね！ 

桐ケ谷君：皆様のご支援に感謝申し上げます。 

匂坂君：桐ケ谷市長、当選、おめでとうございます。

お疲れ様でした。 

石田君：佐藤さくらさん、青年交換イタリア合格おめ

でとう。 

桐田君：最終忘年会楽しんで下さい！！ 

羽隅君：年の瀬となりました。お世話になりました。

ありがとうございます。 

山科君：本年も終わりで、一年間ご苦労様でした。 

古畑君：皆様、今年も一年、お世話になりました。来

年も宜しくお願いします。 

鈴木安之君：年忘れ、又ひとつ若くなったのかな？ 

大野君：小林田巳生さん、合同例会ではお世話になり

ました。ようこそ、逗子へ！ 

清水君：忘年会、楽しく。 

服部君：桐ケ谷さん、おめでとうございます！みなさ

ん、今年もお世話になりました。 

森澤君：いつもと違うメンバーとの交流を楽しみまし

ょう。 

横山君：桐ケ谷君、おめでとう。 

岡本君：早いもので、もう忘年会です。 

橘 武君：桐ケ谷市長、圧勝で再選、おめでとうござ

います。2023 年は、本当に飛躍の年にご活躍

を。 

西久保君：今年はお疲れ様でした。来年はもっと良く

なる。 

菊池君：桐ケ谷会員、おめでとうございます。 

松井君：桐ケ谷さん、当選おめでとう！忘年会が盛り

上がります。京都紫野 RC 小林さん、ようこそ！ 

山口君：来年は良い年であります事を願って。 

木村君：少し早いですが、来年はウサギ年、ジャン

プ、ジャンプ、飛躍の年にしたいです！

 

 

ニコニコＢＯＸ  本日合計  ￥７８，０００     累計  ￥７８５，０１０ 

財団ニコニコ 

12月 2日 菊池会員    ＄  10 

12月 8日 鈴木安之会員  ＄100 

12月 8日 木村会員    ＄  10 

米山ニコニコ 

12 月 2日  菊池会員   ￥  1.000 

12 月 8日  矢部会員   ￥20.000 

12 月 19日  森澤会員   ￥  1.000 


