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１月 １０日『火曜日』横須賀北ＲＣ
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誕生日祝
年男のお祝い
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い 浅野 径子 会員（2002.1.1）
濱田
耕輔会員 千葉 茂会員
｢出席報告｣
(本日)1 月 10 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
23 名
23 名
14 名
60.87％
3名
17 名
73.91％
（前々回)12 月 13 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
23 名
23 名
15 名
65.22％
4名
19 名
82.61％
1

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
「ニコニコＢＯＸ」
三役
新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します
青年会議所竹永理事長、中本専務理事ようこそいらっしゃいました。
浅野会員入会記念日おめでとうございます。
千葉会員、年男ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
濱田耕輔会員 年男の祝いを頂いて
千葉 茂会員 年男のお祝いを頂きましてありがとうございます。
横須賀青年会議所 竹永理事長、中本専務理事ようこそいらっしゃい
ました
浅野径子会員 本年も宜しくお願い致します。
入会記念を祝って頂きありがとうございます
森
洋会員 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
青年会議所竹永理事長、中本専務理事ようこそいらっしゃいました。
今年一年のご活躍を心から祈念申し上げます
伊与田あさ子会員 本年もどうぞ宜しくお願い致します
3 月 12 日「第 2 回新会員の集い」4 月 2 日 IM 開催いたします。
御協力お願いします
品川昌義会員 横須賀青年会議所理事長 竹永久志様、専務理事 中本剛央様よくお
出で下さいました。北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを今年も宜しくお願い致します。
濱田耕輔会員、福嶋義信会員、千葉 茂会員 年男、お祝い申し上げ
ます。浅野径子会員 入会記念日おめでとうございます
竹永 薫会員 新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
本日は横須賀青年会議所 竹永理事長、中本専務理事ようこそお出で
下さいました。千葉会員、年男のｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
小出純子会員 新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げ
ます。年男の皆様のさらなるご活躍を楽しみにしております
海老名敬子会員 明けましておめでとうございます。青年会議所竹永理事、中本専務
理事ようこそ。濱田会員、千葉会員年男おめでとうございます。
浅野会員入会記念日おめでとうございます。
千葉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 23,000 円(累計 327,000
327,000 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

入会記念祝
浅野 径子会員

出席報告
小出 純子会員
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ﾆｺﾆｺ報告
海老名 敬子会員

「会長あいさつ」
・おめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。私事ですが 1 月に入り
眼科の治療を受けています。
・明日 11 日（水）は横須賀青年会議所主催の賀詞交歓会 12 日（木）は日産自動車
（株）追浜工場主催の賀詞交歓会に出席して参ります
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より１月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦ 116 円となっております
◎第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会のご案内
日 時 １月１７日（火）１８：００～
場 所 ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①2016 年度地区資金負担金のお願いが届いております。
地区資金の内訳
本 会 計（下半期分） 7,850 円（年額 15,700 円）・米山記念館維持費を含む
事業会計（下半期分） 4,150 円（年額 8,300 円）・新世代分担金を含む
計
12,000 円
◎１月６日付で第３期会費ご請求をさせて頂きましたので宜しくお取り計らいの程
お願い申し上げます
◎配布 ①「ﾛｰﾀﾘｰの友１月号」
◎回覧 ① 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
②「財団室 NEWS 1 月号」
③ 東京麹町ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ｢想い出草｣
④「新年家族会出欠回覧」
◎本日例会終了後定例理事会開催
「委員会報告」
【竹永 薫親睦委員長】
本年度の新年家族会は、かながわ 2780 ﾛｰﾀﾘｰ E ｸﾗﾌﾞのﾏｼﾞｼｬﾝ ﾗｯ
ｷｰ今井さんをｹﾞｽﾄに 1 月 24 日（火）18：30 よりｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙに於いて
開催いたします。ぜひご家族(お子様・お孫様)お誘いあわせてご参加
くださいますよう宜しくお願い致します
【伊与田あさ子ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
伊与田あさ子ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐】
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐】
今年度の行事予定をご連絡いたします
・第 2789 地区女性ﾛｰﾀﾘｱﾝの会
地区女性ﾛｰﾀﾘｱﾝの会
日 時 3 月 4 日（土）16：00
場 所 ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀
講 師 小沢一彦／舟木いさ子
・第 2 回新会員の集い
日 時 3 月 12 日（日
・第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM
日 時 4 月 2 日（日）
場 所 横須賀商工会議所
＊詳細は後程ご連絡いたしますがご協力宜しくお願い致します
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【（社）横須賀青年会議所 第 65 代理事長 竹永 久志様
久志様】
新年あけましておめでとうございます
日頃より横須賀北ｸﾗﾌﾞの皆様にはお世話になりましてありがとう
ございます
「大樹深根」
大樹深根」をｽﾛｰｶﾞﾝに理事長職を全うしてまいります
本年もご支援ご指導を宜しくお願い申し上げます
【同専務理事
【同専務理事 中本 剛央 様】
竹永理事長を支えていく専務理事として一生懸命頑張っていき
ますので宜しくお願い致します

｢スピーチ｣

〈Ｒの友１月号紹介
〈Ｒの友１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
２０１７年は、国連の｢持続可能な開発目標｣の２年目の年である。
最も差し迫った経済、政治、社会問題を１７項目に分けて、全ての
人々が、平和、繁栄、安全、平等を享受できる世界にすること。そ
れらは、ﾛｰﾀﾘｰの６つの重点分野と同様で、それは「一歩ずつ」進
めていくことです。持続可能性という概念は、常にﾛｰﾀﾘｰの中心に
あり、そしてﾎﾟﾘｵ撲滅も持続可能に繋がります。このﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが終われば世界に永遠
の恩恵をもたらす。
横 P7P7-13 守り、伝える
日本各地に伝承される郷土（古典）芸能や、その地域で独自に育まれてきた文化。
後継者がいない、地域でもあまり知られていない、お金が足りないなど、伝統文化の
維持・伝承には、様々な課題があります。今回の特集ではこうした伝統文化を支える
取り組みを行うﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの活動を紹介いたします。
横 P14P14-17
「職業奉仕」はﾛｰﾀﾘｰの根幹か？
日本ﾛｰﾀﾘｰ１００周年委員会・ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定特別委員会委員長
前橋 RC 本田 博巳委員長は
今月は「職業奉仕月間」です。世界のﾛｰﾀﾘｰでは、当然のように他の奉仕に並ぶ一
つの奉仕部門として位置づけている
「五大奉仕部門」の第一部門では「行動」第三部門社会奉仕では「取り組み」、第
四部門の「国際奉仕」では「ｸﾗﾌﾞのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」第五部門の「青少年奉仕」そして「職
業奉仕」の第二部門の説明が欠落していたのです。
２０１６年の規定審議会で「制定案１６-１０奉仕の第二部門を改定する件」が採
択され「そして自己の職業上の手腕を社会の問題やﾆｰｽﾞに役立てるために、ｸﾗﾌﾞが開
発したﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに応えること」が追加されました
横 P20P20-23 人類に奉仕するﾛｰﾀﾘｰ(
人類に奉仕するﾛｰﾀﾘｰ(ｽﾋﾟｰﾁ)
ｽﾋﾟｰﾁ)
１、今 ﾛｰﾀﾘｰはどこへ行こうとしているのか 齋藤直美 RI 理事
２、ﾛｰﾀﾘｰの核は変わらない ｼﾞｮﾝ F ｼﾞｬｰﾑ RI 会長
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縦 P4P4-8 沼津西 RC 江田 敏彦会員の講演
世界に売れる Made in JAPAN
私は「観光立国｣に着目しました。観光客数は毎年毎年成長し続けています。その
消費は中国と台湾で５６％ ﾀｲやﾍﾞﾄﾅﾑからの華僑を含めると中国人で７~８割を占
め、一人平均２０万円以上の消費「爆買い｣で日本の経済成長の大きな部分を占めて
います。そして食の安全性や製品の安全性の観点から日本のものは美味しいと評価さ
れています。ところが中国政府は「爆買い」を規制し始めました。相当数の購入には
関税を掛ける形に切り替えました。今後はｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの買い物が拡大し、決済はｽﾏｰﾄﾌ
ｫﾝになると思います。今後望まれる「Made in JAPAN」については安全な衣食住
への要望が絶大なのです。
縦 P9P9-12 ｸﾗﾌﾞを訪ねて 室蘭北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
鉄の街 室蘭を若いﾊﾟﾜｰが熱くする。このｸﾗﾌﾞ訪問は、週刊朝日の記者が書いてい
ます。室蘭はｱｲﾇ語で「小さなくだり坂」室蘭と言えば製鉄所。
「鉄の町｣のｲﾒｰｼﾞしか
なかったが、地球岬をはじめ、他では見れない景勝と歴史に恵まれた土地だった。
室蘭北 RC が最もｱﾋﾟｰﾙしたい点は、全国的に見てもﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの会員は年齢層が高
い中で、うちは若い人が多いのが特徴です。会員は４３名です。出席率も高く、入会
以来２６年間、無休の会員がいます

～年男のｽﾋﾟｰﾁ～
【千葉 茂 会員】
会員】
今年は６０歳の還暦を迎えます。
１月６日に広島の厳島神社へ行って参拝して参りました。足を延ばし
て岩国の錦帯橋も見学してきました。
６０年の間に世の中は随分と変わりました。子どもの頃は家に電話
もなく近所の家の電話で取次ぎをしてもらっていたのが今では携帯
電話が普及し、個人個人が自分の電話を持っています。
横須賀の街も人口が減り学校の統廃合とかで自分の卒業した学校がなくなり、さび
しい気持ちになる方もいると思います
幼稚園は横須賀の浄土寺でした。このお寺は三浦按針さんの菩提寺でもあったとい
うのを大人になって知りました。その頃は全く知らずにずいぶん罰当たりな遊びをし
ていました
機械化が進みｶﾒﾗの性能も良くなり画素数が大きくなったことにより世の中に今ま
でとは違う危険が出来たというﾆｭｰｽがありました。写真に写った指の正面から個人の
指紋が読み取られ悪用されるということでした。
世の中はこれからも変わっていくでしょう。自分も１００歳まで生き、ﾛｰﾀﾘｱﾝを貫
けたらと思っています。どうぞこれからも宜しくお願い致します
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行事予定
〈クラブ〉
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
２月 ７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８回定例理事会 13：40～14：30
１４日（火）通常例会 第１回 Ｉ・Ｄ・Ｍ
２１日（火）通常例会 第２回 Ｉ・Ｄ・Ｍ
２８日（火）通常例会 ﾀｳﾝﾆｭｰｽ横須賀支社長 安池 裕之様
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