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点 鐘
斉 唱
「君 が 代」
合 唱
「奉仕の理想」
唱 和
「四つのテスト」
司 会
芹澤 達之 会長
ゲスト
入会記念祝い
ビジター
伊与田あさ子会員
菅
隆 会員（8 月 16 日生）
誕生日祝
福嶋義信会員
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い 福嶋 義信 会員（1984.8.14）
伊与田あさ子会員（2010.8.10）
｢出席報告｣
(本日)8 月 9 日
出席対象
メークア
修正出席
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
率
24 名
24 名
16 名
66.67％
2名
18 名
75.00％
（前々回)7 月 26 日
出席対象
メークア
修正出席
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
率
24 名
24 名
14 名
58.33％
3名
17 名
70.83％
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
7/28 管理運営委員会 小菅健史会員
8/4 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子会員
8/8 横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子会員
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「ニコニコＢＯＸ」
三役
福嶋会員、伊与田会員入会記念日おめでとうございます。
品川雑誌委員長 「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します
福嶋義信会員 本日の理事会は欠席させて頂きます。入会記念ありがとうございます
伊与田あさ子会員 入会のお祝いをして頂きありがとうございます
森
洋会員 暑中お見舞い申し上げます
御子柴智義会員 暑中お見舞い申し上げます。本日所用の為欠席いたします
品川昌義会員 福嶋会員、伊与田会員入会記念日おめでとうございます
竹永 薫会員 先週の夜間移動例会では多くのﾒﾝﾊﾞｰにご参加頂き、ありがとうご
ざいました
浅野径子会員 福嶋会員、伊与田あさ子会員入会記念日おめでとうございます
海老名敬子会員 福嶋会員、伊与田あさ子会員入会記念日おめでとうございます。
先日のﾅｲﾀｰ楽しく観戦させて頂きました。ありがとうございました
飯倉正俊会員 「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介 品川委員長宜しくお願い致します。
福嶋会員、伊与田あさ子会員入会記念日おめでとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 16,000
16,000 円(累計 92,000
92,000 円)
財団ＢＯＸの合計は 12,900 円（累計 12,900 円）
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します

ﾆｺﾆｺ報告
海老名敬子 SAA

出席報告
高田源太会員

「会長あいさつ」
先週は夜間移動例会「横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ野球観戦」ご参加頂いた会員並びにご家族の皆
様ご参加ありがとうございました。竹永 薫親睦委員長ありがとうございました。楽
しい時間を過ごすことが出来ました
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より 2016 年 7 月~12 月人頭分担金・ﾛｰﾀﾘｱﾝ誌請求書受領
◎RI 日本事務局より 8 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦ 102 円（現行 102 円）
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ－事務所より
①ﾛｰﾀﾘｰ財団 100 周年記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催のご案内（日本ﾛｰﾀﾘｰ学友会主催）
日 時 11 月 27 日（日）13：30～16：30
場 所 JP ﾀﾜｰ・KITTE4 階 (JR 東京駅丸の内南口徒歩 1 分)
②地区米山奨学ｾﾐﾅｰ&ｶｳﾝｾﾗｰ研修会開催のご案内
日 時 8 月 27 日（土）14：00~17：00
14：00~15：20 挨拶、講演 15：30~17：00 ｶｳﾝｾﾗｰ研修会
2

場 所 ｱｲｸﾛｽ湘南 6 階「会議室」（辻堂駅北口）
講演者・公益財団法人ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 武本泰子氏・米山奨学生
◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
◎配布
①公益財団法人ﾛｰﾀﾘｰ日本財団より確定申告用寄附金領収書
②ﾛｰﾀﾘｰの友 8 月号
③ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 NO13
④「ｽｶｳﾄよこすか」
⑤地区大会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
◎回覧 ①横須賀国際交流協会より「情報誌 62 号」
◎本日例会終了後 8 月定例理事会開催
◎7 月の財団 BOX を廻します。ご協力宜しくお願い致します
◎次週例会は休会（定款第 6 条第 1 節による）
｢スピーチ｣

〈Ｒの友８月号紹介
〈Ｒの友８月号紹介

品川 昌義 雑誌委員長〉

横 P8P8-15 ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは１９１６年ちょうど１００年前ｶｰﾈｷﾞｰやﾛｯ
ｸﾌｪﾗｰ財団の数年後に設立されました。７月新年度より、祝賀年度
の始まりです。その歴史を紹介しています。
横 P18P18-21 ﾛｰﾀﾘｰについてよく知らない人が大勢います。ﾛｰﾀﾘｰは
強いｱｲﾃﾞﾝﾃｨｰを必要としています。それには新しい視覚と感覚を
取り入れることです。地域社会にとってのｸﾗﾌﾞの価値を明らかにする。
横 P36 例会出席は義務ですか？楽しみですか？
ﾛｰﾀﾘｰには幾つかの規定があり、３年に１回見直されるのですが、その会議を規定
審議会といい、今年は４月に開催、例会についても変更されました。ｸﾗﾌﾞ細則で福嶋
前会長より理事会に諮り今まで通り週１回火曜日と決まりました。
ﾛｰﾀﾘｰでは｢例会の出席｣「会費の納入」｢ﾛｰﾀﾘｰの友｣の購読を三大義務といっています。
「楽しいことが有るから例会に出席する｣と心がけると出席しやすくなります。
ﾛｰﾀﾘｱﾝの心がけでした。規定審議会の詳細を知りたい方は P48 をご覧ください。
縦 P4P4-8 岡谷篤一（おかやとくいち）名古屋 RC 会員
名古屋商工会議所 28 代会頭 現在に至る
会社の紹介・履歴であるが、2019 年に創業 350 年を迎える歴史のある大会社です。
江戸時代は鉄の加工品業でした。現在は「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ最適調達ﾊﾟｰﾄﾅｰ」を名乗る総合商
社で平成 27 年度連結売上 7854 億円と有る、連結とあるので関係会社と思ったら関
連子会社 72 社とすべて桁違いの大会社です。今日有るまでの紹介です。面白い記事
ですので皆さんも読んで下さい。社員数 4,900 万 上場会社
縦 P9P9-12 兵庫県柏原 RC の紹介です
縦 P13 友愛の広場
最年長の新会員 今年の 3 月に第 2750 地区東京多摩ｸﾗﾌﾞに由井照子さん歯科医が
入会されました。御年 90 歳 実はご主人・故由井さんはｸﾗﾌﾞの創立会員で、ご夫婦
でｸﾗﾌﾞの行事に参加されていました。高齢化社会と言われて久しいですが、元気な方
はどんどんﾛｰﾀﾘｰに参加してほしい、皆さんに知らせなくてはいけないとこの広場に
投稿。微笑ましい話でした。
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【親睦活動委員会】
親睦活動委員会】親睦・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ担当 竹永 薫委員長
（副委員長 浅野径子 委員 有本親子・
有本親子・飯倉正俊・
飯倉正俊・高田源太）
高田源太）
〈基本方針〉
横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ基本方針に則り、有意義で魅力ある例会を企画
する。また、会員相互の親睦を深め、ｸﾗﾌﾞ活性化を図るよう努めて
いく。
〈事業計画〉
１．通常例会では、会員および各分野・業界からの講師を含め、
有意義で楽しい例会を企画する。
２．夜間例会や移動例会では、会員相互の親睦を深め、ｸﾗﾌﾞがより活性化するよう
な例会を企画する。
３．各委員会と連携し、例会の充実と出席率向上を目指す。
４．会員の家族を含めた新年会、春の旅行等を実施する。
５．他ｸﾗﾌﾞ、他団体との交流事業等の開催。
・8 月 2 日は「夜間移動例会横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ野球観戦」を企画。多くの会員・家族の方
にご参加頂きありがとうございました。これからも新年家族会 観桜会等楽しく過ご
せる例会を企画していきたいと思っていますので宜しくお願い致します
【公共ｲﾒｰｼﾞ委員会
【公共ｲﾒｰｼﾞ委員会】会報・雑誌・
委員会】会報・雑誌・IT
】会報・雑誌・IT 担当 品川昌義委員長
品川昌義委員長（副委員長
委員長（副委員長 御子柴智義）
〈基本方針〉
ﾛｰﾀﾘｰの認知度の高揚を目指し、ﾎﾟﾘｵ撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝに参加し、ﾛｰﾀ
ﾘｰﾃﾞｰを実施し、財団 100 周年に就いて、各ｸﾗﾌﾞでｲﾍﾞﾝﾄ開催を目
指し、ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰと共に地元ﾒﾃﾞｨｱに取り上げてもらうようにｸﾗﾌﾞで
がんばる
〈事業計画〉
１．毎月 1 回例会時に「ﾛｰﾀﾘｰの友」の紹介をする。
２．従来の 2 月に実施していたﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰを 10 月、11 月に変更し、ﾎﾟﾘｵの撲滅運動、
会員増強運動と共に、地元ﾏｽﾒﾃﾞｨｱを利用して、認知度向上の努力を惜しまない
３．地元ﾒﾃﾞｨｱによる報道の推進の為、各ｸﾗﾌﾞ委員会との協力関係を持ち、ﾒ
ディア関係者を特定し、ｸﾗﾌﾞの担当者を決めて前向きに進めていく
【社会奉仕委員会
【社会奉仕委員会】
委員会】 鈴木達治委員長
鈴木達治委員長（副委員長
委員長（副委員長 千葉 茂）
〈基本方針〉
社会奉仕の基本は全てのﾛｰﾀﾘｱﾝの個人生活 職業活動 社会生
活において奉仕の理想を育むこと。この基本に立ち 職業奉仕・国
際奉仕委員会と連携して地域社会のﾆｰｽﾞに応える
〈事業計画〉
１．地域社会への参加
―地域行事への参加―（祭礼・ﾊﾞｻﾞｰ等に協力）
7/10 おっぱままつり参加
10/23 Y ﾌｪｽﾀ
2017 年 3 月ﾊﾞｻﾞｰ
２．行政機関や町内会、各種地域団体と協力して 青少年の健全な育成や高齢者・障
害者への支援活動を行う（社会福祉協議会に協力、支援や援助を行う）
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11/15or11/22 ｼﾆｱのための健康講座開催
３．健全な地域社会実現のための提言やＰＲ活動
―国際ﾛｰﾀﾘｰ奉仕活動の認知度の向上―
【新世代・青少年交換委員会
【新世代・青少年交換委員会】
委員会】 小出純子委員長
小出純子委員長（副委員長
委員長（副委員長 海老名敬子）
〈基本方針」
18 歳までの幅広い若年層はそれぞれの世代に問題を抱えている。
ﾛｰﾀﾘｰとしてどのように関われるか、どんな奉仕が出来るか、よく
検討して継続的に出来る事業を作りたい。また地区ｸﾞﾙｰﾌﾟ間の活
動も連帯を持ち、成果のある事業を心がけたい。
〈事業計画〉
１．会員と新世代の交流の場を作る
２．他団体の支援活動に協賛を行い、横須賀北ｸﾗﾌﾞとしての地域の義務を果たす
３．会員が関心を持ち、意識を高めるためにも他ｸﾗﾌﾞの新世代ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに積極的に参
加する。
４．国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区の青少年交換委員会のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに協力する。

行事予定
〈クラブ〉
２０１６年
８月 ２日（火）夜間例会 移動例会 横浜ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ野球観戦（横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ）
９日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 品川 昌義 雑誌委員長
各委員会委員長今年度方針報告
第２回定例理事会 13：40～14：30
１６日（火）休
会 定款第６条第１節により休会
２３日（火）通常例会 第１回ｸﾗﾌﾞ協議会「会員増強」福嶋義信委員長
３０日（火）通常例会 横須賀市役所政策推進課 職員
９月 ６日（火）通常例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問（第２回ｸﾗﾌﾞ協議会）
１３日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 品川 昌義 雑誌委員長
会員卓話
第３回定例理事会 13：40～14：30
２０日（火）通常例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問（第３回ｸﾗﾌﾞ協議会）
２７日（火）通常例会 外部卓話者予定
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