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「それでこそロータリー」
芹澤 達之 会長
横浜ﾏﾘﾉｽ(株)事業本部ﾎｰﾑﾀｳﾝ事業部
部長 木村 昌実（ｷﾑﾗ ﾏｻﾐ）様

ビジター
誕生日祝
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 22 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名
（前々回)11 月 8 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名

木村 昌実 様

出席数
14 名
出席数
13 名

出席率
60.87％
出席率
56.52％

メークア
ップ
4名
メークア
ップ
5名

計
18 名
計
18 名

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
11/8
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐連絡会議 伊与田あさ子 AG
11/12 かながわ 2780 ﾛｰﾀﾘｰ E ｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子 AG
11/15 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 伊与田あさ子 AG 竹永 薫補佐付副幹事
芹澤達之会長 前川永久幹事
11/16 ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ 伊与田あさ子 AG
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修正出席
率
78.26％
修正出席
率
78.26％

11/17
11/19
11/21

三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子 AG 福嶋義信会員
米山学友会主催｢国際交流会｣ 伊与田あさ子 AG 石井伸二会員
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 50 周年記念式典 芹澤達之会長 前川永久幹事

「ニコニコＢＯＸ」
三役
横浜ﾏﾘﾉｽ木村昌実様ようこそお出で下さいました。本日は宜しくお願
い致します。皆様 「健康講座」お世話になりました
福嶋義信会委員
横浜ﾏﾘﾉｽ 木村部長 本日は宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 横浜ﾏﾘﾉｽ（株）事業本部ﾎｰﾑﾀｳﾝ事業部部長 木村昌実様 本日は
お話宜しくお願い致します。森会員お誕生日入会記念日日おめでとう
ございます
浅野径子会員 横浜ﾏﾘﾉｽ 木村様ようこそ。本日は宜しくお願い致します
ニコニコＢＯＸの合計は 6,000 円(累計 257,000
257,000 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
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
出席報告
小出純子会員
ﾆｺﾆｺ報告
海老名敬子 SAA

「会長あいさつ」
①先週の「ｼﾆｱのための健康講座」会員の皆様のご協力により、好評
の下に終了いたしました。ありがとうございました。講師をお願
いしました自衛隊病院の先生はじめ行政ｾﾝﾀｰ館長との「感謝の会」
を開催する予定です。日程につきましては調整中です。決まり次第
回覧いたしますので宜しくお願い致します
②同日 午後 6 時より行われた「第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会」で青少年交換学生受入れの件に
ついて「ﾎｰﾑｽﾃｲｼﾞｬﾊﾟﾝ」の方よりご説明を受けました。基本的には派遣学生のご家
庭で受入をお願いし、地区の青少年交換学生委員会の方とも相談しながら業者の
方々にも御協力を頂きながら調整を図っていくということです
③理事会でもご相談しましたが横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞよりｺﾞﾙﾌの他にもﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会を
懇親会として行わないかというお話がありました。前向きに参加するということに
なりましたのでその際はご参加くださるよう宜しくお願い致します
「幹事報告」
◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより
例会のお知らせ受領
◎回覧
①横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
②ﾊｲﾗｲﾄよねやま 200
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「委員会報告」
〈伊与田あさ子 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐〉
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐〉
11 月 19 日（土）に開催された米山学友主催｢国際交流大会｣に
出席して参りました。当ｸﾗﾌﾞの奨学生 姜 東均君も出席し元気に
活動しておりました。
皆様に宜しくお伝えくださいとのことでした
〈福嶋 義信 会員増強委員長〉
会員増強委員長〉
会員数が 23 名となり最近の出席率もよくなくさびしい例会と
なっています。
会員の皆様のお力でぜひ新しい会員を宜しくお願い致します
｢スピーチ｣
講師のご紹介
福嶋義信会員
私の後輩です・宜しくお願い致します

【横浜 F・ﾏﾘﾉｽの地域活動
～この街には、横浜Ｆ・
～この街には、横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽがある～
Ｆ・ﾏﾘﾉｽがある～】
ﾏﾘﾉｽがある～】
横浜ﾏﾘﾉｽ(
横浜ﾏﾘﾉｽ(株)事業本部ﾎｰﾑﾀｳﾝ事業部
部長 木村 昌実

様

〈ｸﾗﾌﾞﾋｽﾄﾘｰ〉
ｸﾗﾌﾞﾋｽﾄﾘｰ〉
1972 年 日産自動車ｻｯｶｰ部創部
1992 年 日産ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ設立、ﾁｰﾑ名を「日産 F.C。横浜ﾏﾘﾉｽ」に改称。天皇杯優勝、
ｱｼﾞｱ・ｶｯﾌﾟｳｨﾅｰｽﾞｶｯﾌﾟ優勝
1993 年 J ﾘｰｸﾞ開幕。ｻﾝﾄﾘｰｼﾘｰｽﾞ 3 位ﾆｺｽｼﾘｰｽﾞ 3 位
1999 年 ｸﾗﾌﾞ名を「横浜ﾏﾘﾉｽ｣に改称、ﾁｰﾑ名を「横浜 F・ﾏﾘﾉｽ｣に改称。横浜ﾏﾘﾉｽと
横浜ﾌﾘｭｰｹﾞﾙｽが一つになり、新たなｽﾀｰﾄを切った。
1st ｽﾃｰｼﾞ 7 位、2nd ｽﾃｰｼﾞ 3 位
2003 年 1st ｽﾃｰｼﾞ優勝、2nd ｽﾃｰｼﾞ優勝
2004 年 1st ｽﾃｰｼﾞ優勝、（J 初 3 ｽﾃｰｼﾞ連続制覇）、2nd ｽﾃｰｼﾞ 6 位
ｻﾝﾄﾘｰﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ優勝（2 年連続 J ﾘｰｸﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ達成）
2013 年 J ﾘｰｸﾞ 2 位、天皇杯優勝、ﾅﾋﾞｽｺｶｯﾌﾟ・ﾍﾞｽﾄ 4
2014 年 J ﾘｰｸﾞ 7 位
〈ｸﾗﾌﾞ理念〉
・私達は、ﾎｰﾑﾀｳﾝ「横浜・横須賀｣の代表としてｻｯｶｰの普及・選手の育成活動を通じ、
青少年を含むあらゆる層の方々の健全で豊かな生活を応援し、地域に貢献できるｸﾗ
ﾌﾞになることを目指します
ﾌﾞになること
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・私達は、ｻｯｶｰを通じ、ｽﾀｼﾞｱﾑに集う人々に「楽しさ」を感じてもらえるｴﾝﾀｰﾃｨﾒﾝﾄ
を供給すると共に、魅力あふれる攻撃的なｻｯｶｰを追求し、「喜び」を共有できるｸﾗ
ﾌﾞを目指します
ﾌﾞ
・私達は、横浜 F・ﾏﾘﾉｽのｻｯｶｰを通じて、ﾁｰﾑが最後まで諦めず戦い、ﾁｰﾑを応援する
ﾁｰﾑを応援する
全ての人達と「夢｣と「興奮｣と「感動」をとも
全ての人達と「夢｣と「興奮｣と「感動」をともにし
ともにし、
にし 「世界」を目標に常勝ﾁｰﾑとな
ることを目指します。
ｸﾗﾌﾞを支援して頂くすべての方々を大切なﾊﾟｰﾄﾅｰとして、理念を共有し、
・私達は、ｸﾗﾌﾞを支援して頂くすべての方々を大切なﾊﾟｰﾄﾅｰとして、理念を共有し
ｸﾗﾌﾞを支援して頂くすべての方々を大切なﾊﾟｰﾄﾅｰとして、理念を共有し
ともに歩むこ
ことを目指します。
〈ｸﾗﾌﾞｽﾛｰｶﾞﾝ〉
J ﾘｰｸﾞ百年構想 ｸﾗﾌﾞ理念を実現するため地域に“
必要とされるｸﾗﾌﾞ”を目指して
ｸﾗﾌﾞ理念を実現するため地域に“必要とされるｸﾗﾌﾞ”を目指して

この街には、横浜 F・ﾏﾘﾉｽがある。
～For Your Football Life～
Life～
〈ﾎｰﾑﾀｳﾝ〉HOMETOWN
〈ﾎｰﾑﾀｳﾝ〉HOMETOWN
神奈川県横浜市 神奈川県横須賀市
〈ﾎｰﾑｽﾀｼﾞｱﾑ〉HOMESTADIUM
〈ﾎｰﾑｽﾀｼﾞｱﾑ〉HOMESTADIUM
日産ｽﾀｼﾞｱﾑ（収容人数 72,327 人）
ﾆｯﾊﾟﾂ三ツ沢球技場（収容人数 15,046 人）
〈地域との連携〉
・ﾌﾗｯｸﾞ掲出
・地域ｲﾍﾞﾝﾄへの参加
〈ｽﾎﾟｰﾂ支援活動〉
〈学校との連携〉
〈ふれあいｻｯｶｰ〉
〈ふれあいｻｯｶｰ〉
・ｴﾝｼﾞｮｲﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ・ｻｯｶｰｷｬﾗﾊﾞﾝ・ｻｯｶｰ教室・食育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
・futuro（ﾌﾄｩｰﾛ）
futuro（ﾌﾄｩｰﾛ）
J ﾘｰｸﾞ初 障害者（知的障害者）ｻｯｶｰﾁｰﾑ
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