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合 唱
「横須賀北ロータリークラブの歌」
司 会
芹澤 達之 会長
ゲスト
ビジター
長島 澄雄 様（横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
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)12 月 20 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
23 名
23 名
12 名
52.17％
6名
（前々回)12 月 6 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
23 名
23 名
12 名
52.17％
4名

長島 澄雄 様

計
18 名
計
16 名

修正出席
率
78.26％
修正出席
率
69.57％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
12/15 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子 AG 石井伸二会員 竹永 薫会員
芹澤達之会長 前川永久幹事
12/15 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会
伊与田あさ子 AG 石井伸二会員 竹永 薫会員
芹澤達之会長 前川永久幹事
12/17 かながわ 2780 ﾛｰﾀﾘｰ E ｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子 AG 芹澤達之会長
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「ニコニコＢＯＸ」
横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ長島澄雄様
本日お世話になります。北ｸﾗﾌﾞの皆様 今年もありがとうございました！
三役
今日は、三役半期で今年最後の例会となります。半年間ありがとうご
ざいました。あと半年頑張りますので宜しくお願い致します。
横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの長島様ようこそお出で下さいました。
森
洋会員 芹澤内閣 半年お疲れ様でした。来年も宜しくお願い致します。
横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの長島さんようこそ。
濱田耕輔会員 芹澤会長 小菅副会長 前川幹事お疲れ様でした。来年も宜しくお願
い致します
福嶋義信会員 三役の皆さん半期ご苦労様でした。今後のご活躍を心より期待します。
横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの長島会員ようこそ
鈴木達治会員 本日赤十字奉仕団追浜分団の献血運動協力のため早退致します。場所
はこの下で行っております。
64 歳以下の方のご協力をお願いいたします
御子柴智義会員 本年も最終例会になりました。大変お世話になりました。
来年は良い年になりますよう。皆様お元気で新年をお迎えください
千葉 茂会員 西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの長島さんようこそいらっしゃいました。どうぞごゆっ
くり
浅野径子会員 皆様どうぞよき新年をお迎えくださいませ
海老名敬子会員 欠席致しておりまして申し訳ございませんでした。
西ｸﾗﾌﾞの長島様ようこそ。ごゆっくりお過ごしください。
ニコニコＢＯＸの合計は 12,000
12,000 円(累計 304,00
304,000
,000 円)
財団 BOX の合計は 6,560 円（累計 50,426 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

長島澄雄様（横須賀西 RC）
一年間北ｸﾗﾌﾞの皆様には
大変お世話になりました
ありがとうございました

出席報告
高田源太会員

ﾆｺﾆｺ報告
海老名敬子 SAA

「会長あいさつ」
・12 月 15 日（木）「大明寺」にて第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会が開催され、青少年交換学生受
入を円滑に行うために「第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｽﾃｨ委員会」を結成することになりました
ｸﾗﾌﾞより 1 名委員を選出することになりますのでご協力宜しくお願い致します
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より第 2 回地区補助金説明会開催のご案内
日 時 １月２１日（土）１４：００～１６：００
場 所 第一相澤ﾋﾞﾙ８階「会議室」藤沢駅南口
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内

容

地区補助金制度、地区補助金の選考方法と配分、地区補助金の資金管理、
個別相談
◎三浦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ご知らせ受領
◎回覧 「財団１００周年ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの参加・公共ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟのための協力金のお礼状
と朝日新聞掲載についてのご案内」
◎本日は１２月最終例会ですので財団 BOX を廻します。
◎次週例会（１２月２７日）次次週例会（１月３日）は休会（定款第６－１）となっ
ておりますのでお間違えの無いよう宜しくお願い致します
２０１７年は１月１０日（火）が第１例会となりますので宜しくお願い致します
＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所年末年始お休み １２月２６日（月）~１月４日（水）
＊横須賀北 RC 事務局 〃
〃
「委員会報告」
【千葉 茂 会員】
2017 年 3 月 23 日横須賀西ｸﾗﾌﾞとの合同例会で自衛艦見学という
ご希望があり、自衛艦隊司令部と来月に入りましたら詳細について
話し合いの予定です
あさって付で自衛艦隊司令官が交代されます。新年家族会にはご招
待いただきますよう宜しくお願い致します
【福嶋 義信 会員増強委員長】」
年内に 1 名と思いましたが達成できず現在 5 名の方に「ﾛｰﾀﾘｰの友」
をお渡ししています。何とか今年度中には増員をと思っています
皆様のご協力宜しくお願い致します
｢スピーチ｣

～20162016-17 年度 上半期報告～
上半期報告～
【会 長 芹澤 達之】
今年度 急遽 会長をお受けするようになり半年過ぎました。
どうにか半期を終えることが出来ました事 会員の皆様に感謝申し
上げます。2016 年 6 月に現次三役会があり青少年交換学生の件がか
なり大変な案件となっており毎回三役会で話し合いが行われた半年
でした
【ｸﾗﾌﾞ例会の半年】
７月２６日（火）当ｸﾗﾌﾞがﾎｽﾄで第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会開催
８月 ２日（火）夜間移動例会（横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ野球観戦）
８月３０日（火）横須賀政策推進課 公園管理課 飯島良太様・北山剛様
９月 ６日（火）ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問
９月２０日（火）ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
９月２７日（火）横須賀市北消防署係長 加藤潤一様
１０月１５日（土）‐１６日（日）地区大会
１０月１７日（月）横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
１１月 ８日（火）地区財団補助金配分委員長 岡野正道様
１１月１５日（火）ｼﾆｱのための健康講座（自衛隊横須賀病院の先生方３名）
１１月２２日（火）横浜ﾏﾘﾉｽ（株）事業本部ﾎｰﾑﾀｳﾝ事業部長 木村昌実様
１１月２９日（火）横須賀 FM 放送（株）代表取締役 富岡浩司様
１２月１３日（火）第４回ｸﾗﾌﾞ協議会（規定審議会）
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１２月２０日（火）三役半期報告
＊１０月の地区大会に続いて月曜日に合同例会と続いてしまったこと
＊外部卓話者の例会時に出席率が思わしくなかったこと
＊残り半年皆様のご協力宜しくお願い致します

【副会長 小菅 健史】
本日は、例会を急遽欠席になってしまい大変申し訳ございません。
三役半期報告ということでご報告させて頂きます
今期予定していなかった副会長をうけさせていただき早いもので半年を迎えようと
しております。副会長と言っても芹澤会長がﾍﾞﾃﾗﾝ二度目の会長と言うことで又、前
川幹事もしっかりしておりますので、私副会長といたしましても何度か例会を欠席す
る事もあり芹澤会長と前川幹事に御苦労をおかけして申し訳なく思っております。
このような副会長ではありますが、あと半期、例会場の準備、ﾆｺﾆｺ、三役会等々頑
張って参りますので宜しくお願い致します。

【幹 事 前川 永久】
本日はこのような形での報告となり大変申し訳ございません。
7 月から幹事を務めさせて頂き、早や半年が過ぎようとしております。
至らぬ点が多々あったと思いますが、会長をはじめ、副会長、会員の皆様、また事務
局の三留様のご協力を得てどうにか、幹事職をこなしてまいりました。皆様のお力添
え誠に有難うございます。
今年度の初めの挨拶で、ﾛｰﾀﾘｰ百科事典に記されている役割「ｸﾗﾌﾞﾞ幹事はｸﾗﾌﾞ会長
の方針に従い、会長と一体となってｸﾗﾌﾞの 運営を推進して行くことが求められてい
ます。ｸﾗﾌﾞの要として、ｸﾗﾌﾞ内外の多彩な実務を担当するのが幹事の役目です。」と
紹介させて頂きましたが、反対に会長に補佐をして頂き多くの事を教えて頂きました。
下半期は会長の補佐役として円滑なｸﾗﾌﾞ運営ができるよう、精一杯務めさせて頂き
ます。
また、新会員は先輩会員と交流し積極的に例会や行事に参加することで、ﾛｰﾀﾘｰや
社会で活躍できるよう成長して頂きたいとも述べさせて頂きました。
下半期も数少ない後輩が成長できるようにむちゃぶりをして行きますので宜しくお
願い致します。
ｸﾗﾌﾞの課題として会員増強があります。私も声掛けをしていますが、入会までは至
らないのが現状ですので引き続き取り組んで行きます。皆様方もぜひご協力をお願い
申し上げます。
来年は前回のｸﾗﾌﾞ協議会の課題となりました規定審議会での内
容変更に伴い、ｸﾗﾌﾞ細則の変更や 4 月に行われる第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM
のﾎｽﾄなど重要な要件がありますが、皆様と協議を重ね良いものを
作って行きたいと思っております。最後になりますが、先週、急
性胃腸炎になりつらい思いをした私が言うのもなんですが、悪性
の風邪も流行っていますので体調にはご留意され、良い年を迎えて頂く事を祈念致し
ております。簡単ではございますが、幹事の半期報告とさせて頂きます
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