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２０１６年

１２月

会

６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

入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)12 月 6 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名
（前々回 11 月 22 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名

誕生日祝
濱田耕輔会員 竹永 薫会員

濱田
竹永

耕輔 会員（１２月 ４日生）
薫 会員（１２月 ５日生）

出席数
12 名
出席数
14 名

出席率
52.17％
出席率
60.87％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
11/29 ﾛｰﾀﾘｰ研究会 伊与田あさ子会員
12/5
指名委員会 森
洋会員
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メークア
ップ
4名
メークア
ップ
4名

計
16 名
計
18 名

修正出席
率
69.57％
修正出席
率
78.26％

「ニコニコＢＯＸ」
三役
濱田会員、竹永会員 お誕生日祝いおめでとうございます
品川雑誌委員長、石井会長ｴﾚｸﾄ ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
濱田耕輔会員 お誕生日を祝って頂きありがとうございます
竹永 薫会員 本日はお誕生日を祝って頂きありがとうございます。44 歳になりま
した。これからも宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 濱田先生、竹永様、お誕生日おめでとうございます。
品川様 ﾛｰﾀﾘｰの友紹介 石井様 卓話宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 濱田先生、竹永会員お誕生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。
石井会員 ｽﾋﾟｰﾁ楽しみです
浅野径子会員 濱田会員、竹永会員 お誕生日おめでとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 14,000 円(累計 278,000
278,000 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
出席報告
小出純子会員
ﾆｺﾆｺ報告
浅野径子 SAA

「会長あいさつ」
・急なご連絡ですが、あさって８日（木）ｼﾆｱのための健康講座でお
世話になりました自衛隊病院の先生方と「感謝の会」を開催いたしま
す。後ほど回覧を廻しますので、ご参加宜しくお願い致します。場所
は「東玉」１８：００からです
「幹事報告」
◎横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友１２月号
◎回覧 ①「健康講座感謝の会」出欠回覧
② 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
◎本日例会終了後 定例理事会開催
「委員会報告」
｢スピーチ｣

〈Ｒの友１２月号紹介
〈Ｒの友１２月号紹介

品川 昌義 雑誌委員長〉

横 P3 ｼﾞｮﾝ F ｼﾞｬｰﾑ RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ
[見ず知らずの人たちを支援する]
見ず知らずの人たちを支援する]
私は、職業分類でｴﾝｼﾞﾆｱとしてﾛｰﾀﾘｰに入会しました。大勢の中で
目立つ存在では有りません。でも皆さん、出入りするﾋﾞﾙ、運転する
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車、横断歩道の信号が青になる前に、車両向けの信号が赤になることを固く信じてい
るはずです。名前の知らない人の手に命を委ねているわけです。
会長の考え方に、面白味を感じたﾒｯｾｰｼﾞでした。
横 P7P7-15 奉仕については皆さん各自でご覧になってください。
横 P16P16-19 公益財団法人 ﾛｰﾀﾘｰ日本財団平成 27 年度事業報告
理事長は、千 玄室（せん げんしつ）国連親善大使、15 代裏千家家元
国際ﾛｰﾀﾘｰ日本財団は、世界で 8 つある財団の一つであります。当財団への年間寄付
総額は、平成 26 年度 16 億円、27 年度 17 億 8000 万円、本年度はﾛｰﾀﾘｰ 100 週年で
三億㌦（306 億円）としました。そして使途は、1･事業内容 世界理解、親善、平和
の達成に資する公益事業。2・奨学金事業 3・国際ﾛｰﾀﾘｰのﾛｰﾀﾘｰ財団への支援事業。
横 P32 NO2
ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会への株式寄贈
坂本ﾄﾞﾈｲｼｮﾝ・ﾌｬｳﾝﾃﾞｨｼｮﾝ（SDF）株式会社の株式譲渡に伴う調印式が行われました。
坂本氏は名古屋名東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの会員で 08 年には 1 億円を寄付され米山功労者になり
ました。
縦 P4P4-8 福島ﾔｸﾙﾄ販売（株）代表取締役会長 渡邉博美会員
2016 年 2 月 7 日 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2530 地区 IM 講演にて「わが社の震災復興への取
り組み」震災で会社が困難に直面した時、学生時代に学んだ渋沢栄一先生の教えがよ
みがえってきたのです。人を大切にして、磨いて、そして生産性を上げれば、絶対、
困難を乗り切ることが出来る。他者では会社復興の為ﾘｽﾄﾗを余儀なくされていました
が、ﾔｸﾙﾄは一切ﾘｽﾄﾗはしませんでした。その結果、だんだん復興が進み各社も活発に
なり始めてきましたが、人が集まらず困っていましたが、ﾔｸﾙﾄは事業も進み震災以前
と同じ状態にほぼ戻りました。
ｸﾗﾌﾞを訪ねてｺｰﾅｰ
和歌山県田辺はまゆうﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 42 名そして例会場の｢闘鶏神社｣が世界遺産になっ
た報告でした

[会員卓話

石井 伸二 会員]
会員]

・現在６４歳ですが、私も４４歳の時 どこへ行っても若いなと言
われたものでした。毎年地区では「青少年交換学生の富士登山」を
行っています。昨年は仕事で私も添乗員として富士登山を経験して
きました。参加者はもちろん青少年交換学生、ほかにﾛｰﾀｰｱｸﾄもいま
したが自分が最年長ということにはｼｮｯｸでした。
初めての富士登山 最初は先頭集団にいましたが追い抜かれていつの間にか後方
となっていました。足には自信があったのですが 平坦な道を歩くのとは違い山の急
な勾配には違う筋肉を使うのできつかったです。又、十分な山の支度を（皆はﾘｭｯｸに
ﾋﾞﾆｰﾙをかぶせる等）していなかったので途中雨にふられた時はﾘｭｯｸの中味（着替え
等）がびしょ濡れになってしまい靴もﾄﾞﾛﾄﾞﾛでした。その晩は夕食にｶﾚｰﾗｲｽを食べ、
早く寝ると高山病になると言われましたがやることもなく、早く寝ました。少し頭痛
がありましたが大丈夫でした。頂上でご来光を見るということはせずにゆっくりと出
発しました。昨日の雨でﾄﾚｯｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞの底が取れてしまうというﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞもありまし
たが、予定通り２時間半くらいで下山出来ました。今年も仕事で添乗員をしましたが、
今回は５合目でお見送りをし、河口湖で温泉に入りゆっくりさせて頂きました。
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・来年の国際大会は、米国・ｼﾞｮｰｼﾞｱ州ｱﾄﾗﾝﾀで開催されます
（2017 年 6 月 10 日~14 日）

・合理化をするため
・月次資金繰り表 1 か月ごとの資金繰りについて記録したもの
・日繰り表はそれをもっと細かく 1 日 1 日分解して記録
会社の資金の流れがわかる。予測と実績の比較
営業部門と非営業部門 効率を良くするための操作。無駄を省く
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｸの利用

行事予定
〈クラブ〉
〈クラブ〉
２０１６年
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 石井 伸二 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
１０日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 品川 昌義 雑誌委員長
年男のｽﾋﾟｰﾁ 福嶋 義信 会員・千葉
茂 会員
第７回定例理事会 13：40～14：30
１７日（火）通常例会 年男のｽﾋﾟｰﾁ
濱田 耕輔 会員
上半期収支報告 濱田 耕輔 会計
２４日（火）夜間例会 新年家族会 18：30～ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
３１日（火）通常例会 職業奉仕月間卓話 菅
隆 職業奉仕委員長
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