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「我らの生業」
芹澤 達之 会長
米山奨学生 姜 東均君
芹澤 達之 会員（3 月 9 日生）
御子柴智義 会員（3 月 19 日生）

姜

東均 君

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 21 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
17 名
73.91％
2名
19 名
82.61％
（前々回)2 月 28 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
16 名
69.57％
3名
19 名
82.61％
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
3/7 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐連絡会議 伊与田あさ子会員
3/8 次年度の為の公共ｲﾒｰｼﾞｾﾐﾅｰ 伊与田あさ子会員
3/9 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
福嶋義信会員
3/12 大和ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
森
洋会員
3/12 第 2 回新会員の集い 伊与田あさ子会員 石井伸二会員 竹永 薫会員
高田源太会員 芹澤達之会長 前川永久幹事
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3/14 PETS
伊与田あさ子会員 石井伸二会員
3/18 横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子会員
「ニコニコＢＯＸ」
三役
姜 東均君 2 年間お疲れ様でした。これからのご活躍をお祈りします
石井伸二会長ｴﾚｸﾄ PETS 報告宜しくお願い致します
芹澤達之会員 誕生日を祝って頂きましてありがとうございます
御子柴智義会員 誕生日を祝って頂きありがとうございます
伊与田あさ子会員 御子柴会員お誕生日おめでとうございます。
石井会長ｴﾚｸﾄお話宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 芹澤会長、御子柴さんお誕生日おめでとうございます。
石井会長ｴﾚｸﾄ PETS 報告宜しくお願い致します
浅野径子会員 芹澤達之会員、御子柴会員お誕生日おめでとうございます。姜さんど
うぞお元気で頑張って下さい。石井会長ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
海老名敬子会員 芹澤様、御子柴様お誕生日おめでとうございます。
石井会員「PETS 報告」宜しくお願い致します
ニコニコＢＯＸの合計は 15,000
15,000 円(累計 425,000
425,000 円)
財団 BOX の合計は 12,404 円（累計 79,726 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
芹澤 達之会長
御子柴智義会員

81 歳になりました。お陰
様で元気です。これから
も宜しくお願い致します

米山奨学生姜 東均君
2 年間ありがとうござい
ました

米山奨学生ｶｳﾝｾﾗｰ 千葉 茂会員
姜君、日本の歯科医師試験合格されました。
韓国の方の試験も頑張って頂きたい
28 日観桜会のあとに姜君の合格祝の宴を
企画しております。ご参加宜しくお願い致
します

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」
・3 月 9 日生まれでで 59 歳になりました。いよいよ来年は 60 歳になります
・PETS も終わりまして、いよいよ次年度石井内閣へﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁをする時期が近づいて
きました
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「幹事報告」
◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西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お知らせ
受領
◎回覧
①ﾊｲﾗｲﾄよねやま２０４
②横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
③４月 ２日（日）IM 当日出席確認
④４月１３日（木）横須賀北 LC／横須賀北 RC 親睦ｺﾞﾙﾌ大会
◎次回例会は２３日（木）
次回例会は２３日（木） 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会となっております。
横須賀駅 14：45 分集合。「懇親会」ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀 18：00～
御出席の会員の方は宜しくお願い致します。会費は当日集めさせて頂きます
◎次週３月２８日（火）は観桜会となっております。
9：25 横浜銀行追浜駅前支店集合 9：30 出発
◎例会日・例会場が変更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
◎移動例会が続きますので本日財団 BOX を廻します。御協力宜しくお願い致します
「委員会報告」
3 月 18 日（土）
盲導犬ｲﾍﾞﾝﾄ（横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）

3 月 12 日（日）
第 2 回新会員の集い

〈竹永 薫親睦委員長・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長〉
・親睦委員会より
①3 月 28 日（火）観桜会について
・昼食後 海老名市内のｻﾎﾞﾃﾝ公園でお花見の予定
・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会より
②5 月 16 日（火）千葉会員のご協力で海上自衛隊学校長に卓話を依頼しています
③5 月 23 日（火）30 日（火）の例会予定が未定となっておりますのでご意見ご協力
を宜しくお願い致します
｢スピーチ｣

「IM について最終確認
について最終確認

小菅 健史 IM 実行副委員長」
実行副委員長」

資料に基づき確認を行った
4 月 2 日（日）10：00 集合
①各委員会役割分担 当日は全員協力して行う
②招待者名簿 出席者名簿
③当日ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
④看板
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「PETS 報告
日
場

時
所

石井 伸二 会長ｴﾚｸﾄ」
会長ｴﾚｸﾄ」

3 月 14 日
藤沢商工会館ﾐﾅﾊﾟｰｸ

①2017‐
2017‐2018 年度 RI 会長 Ian Riseley（ｲｱﾝ･ﾗｲｽﾞﾘｰ）
Riseley（ｲｱﾝ･ﾗｲｽﾞﾘｰ）
Sandringham ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ所属
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ（ﾋﾞｸﾄﾘｱ州）公認会計士
②2017‐
2017‐2018 年度ﾃｰﾏ「ﾛｰﾀﾘｰ：変化をもたらす」
（ROTARY：
ROTARY：MAKING A DIFFERENCE）
DIFFERENCE）
③2017～
2017～2018 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ
年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ 大谷新一郎
相模原南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ所属
株式会社三友 代表取締役（石油製品販売）
④地区の方針
1．増強を最重点にします
女性会員と若い会員の増強を軸に会員 50 名以下のｸﾗﾌﾞは 1 名以上。51 名以
上のｸﾗﾌﾞは 2 名以上を継続
2．戦略計画の実行
公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上（ﾒﾃﾞｨｱとの連携）を重点に。
長期計画目標と実行（10 年後のｲﾒｰｼﾞ）
3．寄付のお願い
・R 財団（奉仕活動への資金源）
目標 年次寄付 200 ㌦以上／1 人
恒久基金 1,000 ㌦以上／ｸﾗﾌﾞ
ﾎﾟﾘｵ
40 ㌦以上（撲滅までの理解）
★ 地区補助金・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金の積極的利用
・米山奨学会
20,000 円以上
4．RI 会長賞（3 つの戦略的目標のうち各 4 項目）
5．ﾏｲﾛｰﾀﾘｰの登録率向上
6．柔軟性の正しい理解（2016 年規定審議会）

2017-2018 年度 RI 会長
Ian Riseley（ｲｱﾝ･ﾗｲｽﾞﾘｰ）

2017-2018 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ
大谷 新一郎（相模原南 RC）

4

