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２月 ７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
誕生日祝
浅野径子会員 飯倉正俊会員

浅野
飯倉
小出
濱田

径子
正俊
純子
耕輔

会員（２月 ８日生）
会員（２月 ９日生）
会員（２月２０日生）
会員（1982 年 2 月 23 日）

入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)2 月 7 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％
4名
18 名
78.26％
（前々回)1 月 24 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％
「メーキャップされた会員
メーキャップされた会員」
ップされた会員」
「ニコニコＢＯＸ」
三役
誕生日祝 浅野会員、飯倉会員おめでとうございます。濱田会員入会
記念おめでとうございます。
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品川雑誌委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介、石井委員長 I・D・M 宜しくお願
い致します
浅野径子会員 誕生日を祝って頂きありがとうございます
飯倉正俊会員 誕生日を祝って頂きありがとうございます。品川雑誌委員長、ｽﾋﾟｰﾁ
宜しくお願い致します。石井委員長 I・D・M 宜しくお願い致します
濱田耕輔会員 入会記念を祝って頂いて
伊与田あさ子会員 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「ﾛｰ
ﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します。
石井委員長 I・D・M 宜しくお願い致します
品川昌義会員 浅野会員、飯倉会員、小出会員お誕生日おめでとうございます。
濱田先生 入会記念日おめでとうございます
海老名敬子会員 濱田先生入会記念おめでとうございます。浅野会員、飯倉会員お誕
生日おめでとうございます。
品川会員「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します
ニコニコＢＯＸの合計は 14,000
14,000 円(累計 362,000
362,000 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
入会記念祝
濱田耕輔会員

出席報告・ﾆｺﾆｺ報告
海老名敬子 SAA

「会長あいさつ」
先週木曜日（2／2）横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとの親睦ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会が開
催され当ｸﾗﾌﾞからは７名の方にご参加頂き、懇親会も楽しく行われ
ました。来年は当ｸﾗﾌﾞがﾎｽﾄｸﾗﾌﾞで担当は小菅健史会員にお願い致し
ました
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ（PETS）開催のご案内
日 時 ３月１４日（火）９：３０～１０：００
登録１０：００点鐘
場 所 藤沢商工会館ﾐﾅﾊﾟｰｸ 3F＆5F 多目的ﾎｰﾙ
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より｢女性会員増強のためのｾﾐﾅｰ｣開催
日 時 ３月 ４日（土）13：00～15：30（開場：12：30）
場 所 ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀（横須賀市本町 3－27 ☎046-821-1110
会 費 2,000 円（ﾎﾃﾙ特製ｹｰｷ・ｺｰﾋｰ・紅茶のｻｰﾋﾞｽを含む）（当日徴収）
◎ﾛｰﾀﾘｰ財団より「ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ・ﾋﾟﾝ」が小菅健史会員に届いております
◎配布 ①「ﾛｰﾀﾘｰの友２月号」
小菅健史会員
②「ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信２月号」
ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ・ﾋﾟﾝ
◎回覧 ① ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より新ｸﾗﾌﾞの紹介
② 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
③ 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
④「女性会員増強のためのｾﾐﾅｰ」出欠回覧
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⑤「ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ（２月１９日）ﾎﾟﾘｵ街頭募金活動」出欠回覧
⑥ ﾛｰﾀﾘｰ手帳申込み回覧
⑦ 社協おっぱま５５号
◎本日例会終了後２月定例理事会開催
「委員会報告」
【伊与田あさ子 AG】
AG】
「女性会員増強のためのｾﾐﾅｰ開催」
・日 時 ３月 ４日（土）１３：００～１５：３０
・場 所 ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀
・会 費 ２，０００円
＊ｾﾐﾅｰ開催の主旨をご理解頂き、ぜひ多くの方のご参加を宜しくお願い致します
｢スピーチ｣
【浅野 径子会員】
径子会員】
誕生日を祝って頂きましてありがとうございます
１月の誕生祝の時、福嶋さんと濱田先生のお二人が１９４５年終戦の年の生まれとお
伺いしました。終戦の８月１５日のその時 私は１０歳でした。子供ながら戦中戦後
の頃を忘れていません
先日３日の節分の日の夕食の時に１９歳になる大学生の孫娘から講義の折りに、第
二次世界大戦を経験したおじいさん、おばあさんがいたら「日本人が感じた戦争、ｱﾒ
ﾘｶ人が感じた戦争について聞いて、４０００文字の論文を提出することになったそう
で取材されることになり、質問を受けました
この戦争は何のために起きたのか、どちらが先に攻撃したのか、爆弾が落ちて家が
焼かれその時はどこにいたのか？両親を亡くした子どもたちはどうしていたのか？
生活費はどうしていたのか？敵のｱﾒﾘｶの国のことをどう思っていたのか？色々と質
問がありましたが、答えられること、答えられないこともありました。
最後に戦争は悲惨なもので決して起こしてはいけないと語り継いでほしいと話し
ました
戦後７０余年も過ぎ年を重ねて参りましたが、あの体験は私のその後の人生に貴重
な体験であったような気が致します

〈Ｒの友２月号紹介
〈Ｒの友２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
「世界はますますﾛｰﾀﾘｰを必要としています」と唱えています
この２月２３日は、ﾛｰﾀﾘｰは創立１１２年目になります。私は、ﾛｰﾀﾘ
ｰは１００周年と思っていましたがそれは、戦時下でやむを得ずｸﾗﾌﾞ
を脱退した時を除いて東京ｸﾗﾌﾞ創立１００年目を言っていたのです。ですから１００
周年とは日本の事で有りました。１９０５年創立の時とは､ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、医療、社会変化
当時と現代の世界地図を見比べるとその違いが解ると思います。
この間のﾛｰﾀﾘｰの必要性、益々の必要性を感じます
横 P7P7-10 「合併・・・その後」
会員数が減って、充分な活動が出来なくなった時、地域のために役立ちたい、一つ
の道として、ほかのｸﾗﾌﾞとの合併を進めていくことに決めました。結果は成功でした。
この合併のｸﾗﾌﾞの中で、会員数が７人まで減少し解散ムードの中、ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰの強い
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反対で、親ｸﾗﾌﾞが創立５０周年で合併し、５０人会員で出迎えられた報告でした。
横 P11P11-15 ﾛｰﾀﾘｰ財団１００周年のｲﾍﾞﾝﾄを紹介しています。
ﾛｰﾀﾘｰ財団１００周年のｲﾍﾞﾝﾄを紹介しています。
横 P22P22-26 「日本のﾛｰﾀﾘｰ１００年を迎える」
「日本のﾛｰﾀﾘｰ１００年を迎える」
ﾛｰﾀﾘｰの歴史に詳しい４人の報告です。 国際ﾛｰﾀﾘｰの理事経験者２名、ﾛｰﾀﾘｰ日本
１００年史編纂委員会委員長、副委員長２名で語って頂きました。
縦 P4P4-8 ｢国際ﾛｰﾀﾘｰ第２５７０地区・
｢国際ﾛｰﾀﾘｰ第２５７０地区・地区大会
第２５７０地区・地区大会・地区指導者育成ｾﾐﾅｰ
地区大会・地区指導者育成ｾﾐﾅｰ講演｣
・地区指導者育成ｾﾐﾅｰ講演｣
曹洞宗 長徳寺住職 酒井大岳 ４つの話
４つの話
第一話 「善きことをなす」金子みすずの詩より
「善きことをなす
与えて生きる喜び。
金子みすずは２６歳で、ふさえさんというお子さんを生かすために自分で命を絶ちま
した。房江さんは現在８６歳、元気で「わが母、金子みすずを語る」全国で講演して
います。ﾈﾊﾟｰﾙには「みすず小学校」を２校建てました。彼女の詩は全部で５１２編
ある中で「花のたましい」を宇宙物理学者、佐藤晴夫先生は、ﾛｰﾏ法王に１週間も講
義され法王は「この花の詩がなければ、世界の平和はあり得ない｣と言って、さめざ
めと泣かれたそうです。
第二話「果報をもとめない」善きことをしても、その見返りを求めない。この女性は、
１４歳の時に入院され４０年間動けませんが、折り紙を創作、厚生大臣賞を受賞１冊
の本になり全国の幼稚園、保育園にわたっていますが､４０年間寝たっきりなど知れ
なくとも、感謝の気持ちを伝えたいと頑張っています。
第三話「共に喜ぶ」ﾈﾊﾟｰﾙに、神奈川県の住職が一人で、小学校、中学校を建てまし
第三話「共に喜ぶ」
た。最初に訪問した時、村長さんにお願いし、ﾋﾞﾀﾐﾝ A 剤は目に効くので全国の薬剤
師さんの協力で沢山持ってきました。この国の子は衛生状態が悪く５人に２人は片目
を失明しています。２週間に一度飲ませてください。２年後再訪問したら自分でﾋﾞﾀﾐ
ﾝ A を取れる作物を作っていました。人を頼らない「共に喜ぶ」精神が出来ていまし
た
第四話「語るより歩む
第四話「語るより歩む」
語るより歩む」人生は理屈ではなく実践「語る」というのは口「歩む」とい
うのは足です。学生時代は渡し船で、行商していて、船頭さんから柱時計の話を聞い
たことがある。長い針と短い針が協力し合って動いていると、けれども裏の蓋をめく
ってのぞいてみると、その歯車が複雑な機械で、時計は正確に動いている。表から見
ただけで判断できない。一つのものを見る時は、その裏側も中も見て、初めて「見た」
と言えるのである

【第１回 I・D・M 石井 伸二 会長ｴﾚｸﾄ】
会長ｴﾚｸﾄ】
今回の規定審議会では大きな変化がありました。
ｸﾗﾌﾞ細則についても見直し・改訂が必要となってくると思いますの
で芹澤会長と共に会員の皆さんとお話し合いをしていきたいと思
っています
次年度のことについて
・ｸﾗﾌﾞの理事委員会・年間計画・ｸﾗﾌﾞ予算・例会場の件
これから開催される PETS に参加してからご報告させて頂きますのでご理解頂き、
ご協力を宜しくお願い致します
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～例 会 風 景～

行事予定
〈クラブ〉
２０１７年
２月 ７日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 品川 昌義 雑誌委員長
第１回 I・D・M 石井伸二会長ｴﾚｸﾄ
第８回定例理事会 13：40～14：30
１４日（火）通常例会 ｸﾗﾌﾞ協議会「IM について」
２１日（火）通常例会 第２回 I・D・M 石井伸二会長ｴﾚｸﾄ
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
３月 ７日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 品川 昌義 雑誌委員長
第３回 I・D・M 石井伸二会長ｴﾚｸﾄ
第９回定例理事会 13：40～14：30
２１日（火）通常例会 PETS 報告 石井伸二会長ｴﾚｸﾄ
２３日（木）合同例会 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会（１４日の振替）
２８日（火）移動例会 観桜会 日産自動車座間博物館
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