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１日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
芹澤 達之 会長

有本 親子
森
洋
海老名敬子
笹村 昌甫
森
洋

会員（11 月 1 日生）
会員（11 月 5 日生）
会員（11 月 7 日生）
会員（11 月 21 日生）
会員（1983.11.11）

入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)11 月 1 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
23 名
23 名
13 名
56.52％
4名
（前々回)10 月 17 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
23 名
23 名
9名
39.13％
14 名
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
10/29 かながわ 2780 ﾛｰﾀﾘｰ E ｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子 AG
10/31 横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 福嶋義信会員
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計
17 名
計
23 名

修正出席
率
73.91％
修正出席
率
100.00％

「ニコニコＢＯＸ」
三役
「ﾛｰﾀﾘｰの友 11 月号」紹介品川委員長宜しくお願い致します。
竹永会員ｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしています。宜しくお願い致します
笹村昌甫会員 お誕生日を祝って頂いてありがとうございます
福嶋義信会員 品川会員「ﾛｰﾀﾘｰの友」宜しく。竹永会員卓話宜しくお願い致します
浅野径子会員 お誕生日・入会記念日の皆様、おめでとうございます。
品川会員・竹永会員 ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
ニコニコＢＯＸの合計は 9,000 円(累計 237,000
237,000 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

誕生日祝
笹村昌甫会員

出席報告
高田源太会員

ﾆｺﾆｺ報告
浅野径子 SAA

「会長あいさつ」
・先週の木曜日横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとのｺﾞﾙﾌ親睦会があり懇親会の方のみ出席して参
りました。その時ｺﾞﾙﾌだけでなくﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ親睦会を行いたいとのお話がありました
・本日午後 4 時より横須賀地方隊自衛隊記念日行事が田戸台分庁舎でございます。
出席して参ります
「幹事報告」
◎第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会のご案内が届いております
日 時 １１月１５日（火）１８：００～
場 所 『魚藍亭』横須賀市緑ヶ丘 ２９ ☎ 046-826-1055
◎本日例会終了後 11 月定例理事会開催
◎回覧 ①ｼﾆｱのための健康講座 11 月 15 日（火）出欠回覧
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友 11 月号
「委員会報告」
〈福嶋 義信 会員増強委員長〉
会員増強委員長〉
先日横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへﾒｰｸｱｯﾌﾟして参りました。どこのｸﾗﾌﾞ
も会員増強に苦労されているようです。お一人お一人が「ﾛｰﾀﾘｰの友」
を使って 1 名でいいからお誘い頂きますよう宜しくお願い致します
〈品川 昌義 公共ｲﾒｰｼﾞ委員長〉
公共ｲﾒｰｼﾞ委員長〉
「ｼﾆｱのための健康講座」広報の為 読売新聞・朝日新聞・神奈川新
聞・ﾀｳﾝﾆｭｰｽに掲載を申し入れました。 伊与田会員・竹永会員のお
力添えもあり、読売新聞・神奈川新聞・ﾀｳﾝﾆｭｰｽに掲載される事にな
りました。ありがとうございました
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〈小菅 健史 副会長〉
先週の 27 日に横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとの親睦ｺﾞﾙﾌがありました。
ご参加頂いた皆様ありがとうございました。
次回は 4 月の中頃でﾎｽﾄはﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとなります。多くの皆様の
参加を宜しくお願い致します
｢スピーチ｣

〈Ｒの友１１月号紹介
〈Ｒの友１１月号紹介

品川 昌義 雑誌委員長〉

横 P3 「RI ｼﾞｮﾝ F･ｼﾞｬｰﾑ会長ﾒｯｾｰｼﾞ
1917 年会長だったｱｰﾁ C､ﾌﾗﾝｸ｢〔世界で良いことをするための基
金をつくるのが、極めて適切であると思われる〕これが論争を巻き
起こし、満場一致で支持を得るには程遠いものでした。それでも、
ﾐｽﾞｰﾘ州ｶﾝｻﾞｽｼﾃｨﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは 26 ドル 50 セントの寄付が寄せられ、
ここからｽﾀｰﾄしました。財団 100 周年の祝賀で 3 億㌦日本円(1 ㌦
102 円)30 億 6 千万ノ寄付達成をすること
横 P7P7-11 難民にｼｪﾙﾀｰを
現在第 2 次世界大戦以後、最大の難民危機になり、保護のための資金は大幅に不足、
2016 年今年 5 月、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）は、
「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｼｪﾙﾀｰ･ｷｬﾝ
ﾍﾟｰﾝ」を開始し、2018 年までに 200 万人を救うべく民間ｾｸﾀｰに呼びかけている。そ
して、この事務所にはﾛｰﾀﾘｰ財団奨学金によって海外留学経験者が活躍しています
横 P12P12-19 日本のﾎﾟﾘｵ
1978 年に[保険・飢餓追放・人間性尊敬] 3－H 運動の一環として、ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽを開
始した。日本での運動に就いて詳細が述べられています。そして 2015 年ﾎﾟﾘｵ常在国
はｱﾌﾘｶ、ﾊﾟｷｽﾀﾝカ国となっておりましたが、残念なことにﾅｲｼﾞｪﾘｱで今年 8 月に 3 件
のﾎﾟﾘｵの症例が報告され、3 か国になりました。
縦 P4P4-8
ｵｰﾌﾟﾝ･ﾏｲﾝﾄﾞ 小泉凡さんが、直系のひ孫ということで小泉八雲について P4－8 ま
で、いいかたを変えると変わった外人を述べている。興味のある方はどうぞお読みく
ださい。
縦 P29 出雲ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ百年歌 第 2690 地区・島根県
2020 年に迎える東京ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより前に出雲ｸﾗﾌﾞが 100 周年を迎えたわけではなく
創立 100 周年を迎えるまで歌い続けるそうです
2018‐19 年度国際ﾛｰﾀﾘｰ会長にｻﾐｭｴﾙ・ｵｵﾘ氏
って会長ﾉﾐﾆｰとなりました

ｳｶﾞﾝﾀﾞのｶﾝﾊﾟﾗﾛｰﾀﾘｰ 10 月 1 日をも

熊本地震(4
熊本地震(4 月 14 日発生)
日発生)について第 2720 地区「ﾛｰﾀﾘｰ熊本地震総合支援室」設置
事務局 mead-m@e-fyc.com
振込先
口座番号
口座名

大分銀行わさだ支店（普通）
7525277
熊本地震総合支援室
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【スポーツ（勝負事）の心理
スポーツ（勝負事）の心理

竹永 薫 会員】
会員】

《日本シリーズ》
●進出チーム ｾ ﾘｰｸﾞ・・・広島東洋ｶｰﾌﾟ（25 年ぶり）
ﾊﾟﾘｰｸﾞ・・・北海道日本ﾊﾑﾌｧｲﾀｰｽﾞ（4 年ぶり）
●戦績
第１戦（広島）5‐1 で広島勝利・・・広島快勝
第２戦（広島）5‐1 で広島勝利・・・広島快勝
第３戦（北海道）4－3 で日ﾊﾑ勝利・・・接戦で延長 10 回ｻﾖﾅﾗ
第４戦（北海道）3－1 で日ﾊﾑ勝利・・・接戦で 8 回勝ち越し
第５戦（北海道）5－1 で日ﾊﾑ勝利・・・接戦で 9 回ｻﾖﾅﾗ
第６戦（広島） 10－4 で日ﾊﾑ勝利・・・接戦で 8 回勝ち越し
●戦評
広島が地元で連勝・・・誰もが広島有利と思う
北海道へ場所を移し日ﾊﾑが３連勝・・・ｶｰﾌﾟのﾘﾘｰﾌが３連続失点
再度広島で行われたが、そのまま流れで日本ﾊﾑが優勝を決める
《ｽﾎﾟｰﾂでよく言われること》

●「ピンチの後にチャンスあり！」
●「気持ちで勝つ！」
《その他》

●「病は気から！」

行事予定
〈クラブ〉
２０１６年
１１月 １日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 品川 昌義 雑誌委員長
会員卓話 竹永 薫会員
第５回定例理事会 13：40～14：30
８日（火）通常例会 ﾛｰﾀﾘｰ財団月間卓話
ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金配分委員長 岡野 正道様(葉山 RC)
１５日（火）移動例会 ｼﾆｱのための健康講座
２２日（火）通常例会 卓話 横浜ﾏﾘﾉｽ株式会社 事業本部
ﾎｰﾑﾀｳﾝ事業部部長 木村 昌実 様
２９日（火）通常例会 卓話 横須賀 FM 放送株式会社
代表取締役社長 富岡 浩司 様
１２月 ６日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 品川 昌義 雑誌委員長
会員卓話 御子柴智義会員
第６回定例理事会 13：40～14：30
１３日（火）通常例会 第４回ｸﾗﾌﾞ協議会 「規定審議会について」
２０日（火）通常例会 三役上半期報告
２７日（火）休
会 定款第６条第１節により休会
２０１７年
１月 ３日（火）休
会 定款第６条第１節により休会
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