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２０１７年

会

３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」
小菅 健史 副会長

入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)3 月 7 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名
（前々回)2 月 21 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名

小菅 健史 会員（3 月 1 日生）
芹澤 達之 会員（3 月 9 日生）
御子柴智義 会員（3 月 19 日生）
有本 親子 会員（2016 年 3 月 1 日）

出席数
14 名
出席数
17 名

出席率
60.87％
出席率
73.91％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
2/22 第 2750 地区地区大会 森
洋会員
2/28 東京恵比寿ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子会員
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メークア
ップ
3名
メークア
ップ
3名

計
17 名
計
20 名

修正出席
率
73.91％
修正出席
率
86.96％

3/2
3/2
3/4

三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 福嶋義信会員
地区研修協議会打合せ会議
森
洋会員伊与田あさ子会員
女性会員増強のためのｾﾐﾅｰ
森
洋会員 伊与田あさ子会員
芹澤達之会長 小出純子会員

「ニコニコＢＯＸ」
三役
品川雑誌委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介お願いいたします
石井会長ｴﾚｸﾄ IDM 宜しくお願い致します
小菅健史会員 誕生日を祝って頂いてありがとうございます
伊与田あさ子会員 石井委員長第３回 IDM のご指導宜しくお願い致します
品川会員「ﾛｰﾀﾘｰの友３月号」紹介宜しくお願い致します。
お誕生日・入会記念の皆様おめでとうございます
飯倉正俊会員 小菅様、芹澤様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 9,000 円(累計 410,000
410,000 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

誕生日祝
小菅健史会員

出席報告
竹永 薫会員

ﾆｺﾆｺ報告
海老名敬子 SAA

「会長あいさつ」
「会長あいさつ」
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より神奈川県ﾛｰﾀﾘｱﾝ親睦ﾃﾆｽ会（上野杯）のご案内
日 時
４月１１日（火）9：30 集合 16：00 ﾊﾟ-ﾃｨ 18：00 解散予定
ﾃﾆｽ会場 湘南ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
◎第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会のご案内
日 時 ３月２１日（火）18：00～
場 所 ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀
◎横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ
◎回覧 ①「財団室 NEWS３月号」
② ３月２８日（火）観桜会出欠回覧
③ ４月１６日（日）地区研修・協議会出席義務者出席確認の回覧
◎配布 ①｢ﾛｰﾀﾘｰの友３月号」
②ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信３月号
◎本日例会終了後３月定例理事会を開催
◎次週例会１４日（火）は２３日（木）横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会に振替休会
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
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「委員会報告」
〈伊与田あさ子会員〉
伊与田あさ子会員〉
・２月２８日（火）に第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM で講演をお願い致しました
東京恵比寿ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ榊原節子様にご挨拶に行って参りました。
大変歓迎されました事ご報告致します
・３月４日（土）「女性会員増強のためのｾﾐﾅｰ」に出席。
小沢様より IM のﾘｰﾌﾚｯﾄについて、お褒めの言葉を頂きました。
〈小菅健史副会長〉
小菅健史副会長〉
横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとの親睦ｺﾞﾙﾌ大会
・日 時 ４月１３日（木）
・場 所 葉山国際ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞｴﾒﾗﾙﾄﾞｺｰｽ OUT
・ﾎｽﾄ
横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
＊後日回覧いたします。ご出席宜しくお願い致します
｢スピーチ｣

〈Ｒの友３月号紹介
〈Ｒの友３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 「多様性が私たちの強み」
４０年前､ｶﾙﾌｫﾙﾆｱ州で国際ﾛｰﾀﾘｰの定款に反して３人の女性の入
会を認めました。RI はこのｸﾗﾌﾞを除外しました。ところが例会を
続けました。さらに徽章の上に×をつけた新しいﾊﾞｯﾁを付けていま
した。１０年後再加入が認められ、このﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞで初の女性会長も誕生しました。
今日２４万以上の女性会員になりました。今日のﾛｰﾀﾘｱﾝは４０年前のｶﾙﾌｫﾙﾆｱ州のﾛｰﾀ
ﾘｸﾗﾌﾞに恩義があります。このｸﾗﾌﾞの会員たちの強固な意思、不屈の精神、不変の善
意が「人類に奉仕するﾛｰﾀﾘｰ」という今日の私たちの土台を築いたと結んでいます。
横 P7P7-13「過去から今、そして未来へﾛｰﾀｰｱｸﾄ」と特集を組んでいますが、
13「過去から今、そして未来へﾛｰﾀｰｱｸﾄ」と特集を組んでいますが、
ﾛｰﾀｰｱｸﾄとは近隣地域に住居、就職、就学している１８歳～３０歳までの青年男女
によって構成されているﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞから承認されたｸﾗﾌﾞ。そして、その特集です。
横 P23P23-24 ﾛｰﾀﾘｰ衛生ｸﾗﾌﾞがﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに
ﾛｰﾀﾘｰ衛生ｸﾗﾌﾞがﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに
２０１３年規定審議会で「ﾛｰﾀﾘｰ衛生ｸﾗﾌﾞ｣が採択されました。諸条件をｸﾘｱｰして、
正式な承認を得るまで。
日本でも７つのﾛｰﾀﾘｰ衛生ｸﾗﾌﾞが誕生しました。八戸中央西ﾛｰﾀﾘｰ衛生ｸﾗﾌﾞが最初でし
た。当初１２名でしたが承認された後２２名になり正式なｸﾗﾌﾞになりました。
横 P25 世界のﾛｰﾀﾘｰﾆｭｰｽ
ｱﾒﾘｶﾆｭｰﾖｰｸの元会長が､ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽの空港付近にあるｴｾｲｻのｽﾗﾑ街で犬の死骸が流れ
ている排水溝の水を飲んでいる男の子を見て、自分に何かできればと思いました。
ｸﾗﾌﾞ会員とｱﾙｾﾞﾝﾁﾝのﾎｾﾏﾘｱｴｾｲｻ RC から寄せられた支援金を使って６つの小中学校の
児童・生徒５，０００人以上が利用できる井戸４基を設置しました
横 P26P26-27 ﾛｰﾀﾘｰ財団 100 周年を祝う
横 P30P30-31 ｶﾞﾊﾞﾅｰ紹介
縦 P2P2-12 ｸﾗﾌﾞを訪ねて「延岡東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ」
取材記者、岩田一平・写真、熊谷武二２人で特急「にちりん」で着くと会長はじめ、
役員の方々が、｢さ、まずは、おだいっさんに参りましょう」と促されて 高さ１７
ﾒｰﾄﾙ日本一の弘法大師像にびっくりしました。
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今回の取材を通じて「接待」こそが、延岡東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞであると感じた
天保時代疫病退散を願って高野山から弘法大師が開いた四国霊場八十八カ所巡り
の美風に客人を篤くもてなす延岡である
延岡東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの創立は昨年５０周年を迎え益々頑張っています。
♯小泉さんの話を少し「魚沼産ｺｼﾋｶﾘ」などとして売られていたｺﾒに中国産米が混
入していた疑いがあると｢週刊誌」に記事として報じられました。疑惑を掛けられた
京都 JA は農林省に調査を依頼したと言っていましたが、農林省は、国会答弁で調査
依頼はされていません。農林部会長として、一部の不届き者が食品全体の信頼を損ね
かねないと心配しているとの事です。

〈第３回
第３回 I・D・M

石井 伸二 会長ｴﾚｸﾄ〉
会長ｴﾚｸﾄ〉

第１回・第２回に続き 規定審議会改訂項目についての協議会
①例会回数の件
月２回以上にする年間回数を減らす
②例会場の件
現会場で維持（設営の大変さ等について）
例会場変更
色々なご意見を頂きました。最終的には理事会で決めることになると思います

・２０１７―２０１8
・２０１７―２０１8 度地区年間
度地区年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ配布
年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ配布
①２０１７年１０月１７日（火）ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
②２０１７年９月１７（日）‐１８日（月）地区大会（相模女子大学ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ）
③２０１８年３月１３日（火）PETS

行事予定
〈クラブ〉
２０１７年
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
４月 ４日（火）振替休会 ４/２第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM の振替
１１日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 品川 昌義 雑誌委員長
第１０回定例理事会 13：40～14：30
１８日（火）通常例会 地区研修・協議会の報告
２５日（火）通常例会 地区研修・協議会の報告
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