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４月 １１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

平林 祐樹
福嶋 義信
石井 伸二
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い 鈴木 達治
御子柴智義
品川 昌義
片平 修一
山田 秀雄
菅
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飯倉 正俊

入会式

平林 祐樹 会員
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誕生日祝
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入会記念祝い

｢出席報告｣
(本日)4 月 11 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
24 名
24 名
18 名
75.00％
4名
22 名
91.67％
（前々回)3 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
12 名
52.17％
5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」
3/21 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 伊与田あさ子会員 石井伸二会員 竹永 薫会員
芹澤達之会長 小菅健史副会長 前川永久幹事
3/21 ﾎｰﾑｽﾃｨ委員会 伊与田あさ子会員 石井伸二会員 前川永久会員
4/10 2017-18 年度地区補助金選考会 伊与田あさ子会員
4/10 横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 福嶋義信会員
「ニコニコＢＯＸ」
高橋隆一様（横須賀ＲＣ）３月２３日（木）横須賀西ＲＣとの合同例会
今日はありがとうございました
三役
平林会員 入会おめでとうございます。IM 皆様お疲れ様でした。
石井会長ｴﾚｸﾄ「ｸﾗﾌﾞ協議会」宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 IM では大変お世話になりまして皆様本当にありがとうございま
した。心より感謝申し上げます
福嶋義信会員 お誕生日を祝って頂きありがとうございます。平林会員入会おめでと
うございます
石井伸二会員 お誕生日を祝って頂いてありがとうございます。平林さん入会おめで
とうございます
鈴木達治会員 入会記念を祝って頂きありがとうございます。入会２３年になります
品川昌義会員 入会記念祝いをありがとうございます。入会１０年目になりました。
今後とも宜しくお願い致します
山田秀雄会員 ご無沙汰しております。
入会記念を祝って頂いてありがとうございます
前川永久会員 入会記念を祝って頂きありがとうございます
飯倉正俊会員 平林様入会おめでとうございます。品川様「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介 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
菅
隆会員 本日は入会祝いを頂きありがとうございました
小出純子会員 平林様入会おめでとうございます。４月の誕生の皆様、入会記念の皆
様おめでとうございます。
先日の IM では皆様に大変お世話になりましてありがとうございまし
た。厚く御礼申し上げます
竹永 薫会員 平林祐樹様 入会おめでとうございます。
これからの活動楽しみにしています
高田源太会員 平林様 ご入会おめでとうございます。
ご入会を心からお待ちしておりました
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ニコニコＢＯＸの合計は 49,000
49,000 円(累計 474,000
474,000 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
ﾆｺﾆｺ報告
浅野径子 SAA

出席報告
高田源太会員

「会長あいさつ」
・4 月 2 日開催の IM 無事に終了いたしました。会員の皆様にはご協力頂き大変あり
がとうございました。懇親会も盛大に行われました
・地区ｶﾞﾊﾞﾅｰより 当地区から国際親善奨学生として留学され、その後国連で仕事を
されてきた中満 泉さん（厚木 RC 推薦）が国連事務次官となられました。2016 年
11 月 27 日に東京に於いて日本ﾛｰﾀﾘｰ学友会主催で開催したｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑにすばらしい発
言をされていたその時の CD が届きましたのでご活用ください
「幹事報告」
◎ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局より 4 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1 ㌦ 116 円(現行 116 円)
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より２０１７‐１８年度地区役員・委員会委員（正副委員長を含む）
委嘱状が届いております
森
洋会員
地区諮問員会・ﾛｰﾀﾘｰ財団監査委員会委員長
伊与田あさ子会員
ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員
小菅健史会員
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会委員
前川永久会員
公共ｲﾒｰｼﾞ委員会委員
芹澤達之会員
社会・国際奉仕委員会委員
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①地区「新会員の集い」のご案内
日 時 ５月２０日（土）17：00～
会 場 藤沢商工会館 ﾐﾅﾊﾟｰｸ会議室
内 容 基調講演 ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 大懇親会 その他
会 費 5,000 円程度
資 格 登録 3 年目までの会員
②次）青少年交換ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ向けｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ開催
日 時 ５月 ６日（土）16：30～18：00
場 所 藤沢駅南口 第一相澤ﾋﾞﾙ 6F「会議室」
内 容 青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾙｰﾙ／危機管理対策及び書類提出について／
質疑応答 等
◎相模原ﾆｭｰｼﾃｨﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより国際ﾛｰﾀﾘｰ加盟認証伝達式のご案内が届いております
日 時 ５月１４日（日）式典 15:30～祝賀会 17:00 開会
会 場 式典【あじさい会館ﾎｰﾙ】祝賀会【けやき会館 大樹の間】
◎回覧 ①横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄのご案内 4 月 29 日（日）開催
②週報 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
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③米山梅吉記念館「館報」
◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
◎本日例会終了後 ４月定例理事会開催
「委員会報告」
〈福嶋 義信 会員増強委員長〉
会員増強委員長〉
平林君入会おめでとうございます
本年度はまだ 2 カ月ありますので皆さんも会員増強の方心掛けて宜
しくお願い致します
｢スピーチ｣

〈Ｒの友４月号紹
〈Ｒの友４月号紹介
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 「ﾜｸﾁﾝの素晴らし効果」
先進国でも発展途上国でも乳幼児の死亡率は低下しており、1960
年新生児 1,000 人のうち 182 人が 5 歳までになくなっていました。
現在では 43 人に減っています。平均寿命 52 歳でしたが、現在は
71 歳まで伸びています。ﾛｼｱは現在でも 53 歳だそうです。予防接
種のﾜｸﾁﾝは、ｼﾞﾌﾃﾘｱや破傷風、風疹など、蔓延していた疾病が世界
中から根絶しています。おかげで 2000 年以後 2000 万人が、はしかから救われ天然
痘は根絶できました。ﾎﾟﾘｵは 30 年前 35 万人現在では 37 人です。
WHO 世界保健機構は、4 月 24 日～30 日まで世界予防接種週間で有ると。ﾛｰﾀﾘｰ
は真に「人類の奉仕」をしています。
横 P7P7-12 ｲﾝﾀｰｱｸﾀｰ
日本で最初に結成され 50 年が経ち紹介されています。ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが提唱する 12 歳
から 18 歳の学生が入会できる
横 P14P14-18 ｢女性会員で広がる多様性｣
その結果「欺くぎこちなかったｸﾗﾌﾞからしなやかなｸﾗﾌﾞに」そして、「細かな気遣
いや配慮」｢体をいたわってくれる｣｢例会に出るのが楽しみになった」｢男性よりﾊﾞｲﾀ
ﾘﾃｨｰがある｣「ｸﾗﾌﾞに活力が出てきた」
「もめごとがなくなった」
「なごむ」｢男性会員
が元気になった」と、男性会員に聞いた結果でした。
横 P19P19-25 各支部で開催されたﾛｰﾀﾘｰ財団 100 周年祝った事を掲載しておりますので、
各自ご覧になってください。
横 P29 ｶﾞﾊﾞﾅｰのﾍﾟｰｼﾞ
第 2780 地区佐野英之ｶﾞﾊﾞﾅｰは、当地区は会員増強を一番の目標として、色々きめ
細かい方策を取っていますが、困難を極めております。そのため 3 月には女性会員増
強ｾﾐﾅｰも開催しました。
今年 1 月に新ｸﾗﾌﾞが誕生し､66 ｸﾗﾌﾞになりました。ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問で、各種地区ｾﾐ
ﾅｰ、地区大会と過ぎ、大会では当地区初めての女性国際ﾛｰﾀﾘｰ会長代理をお迎えしま
した。また姉妹締結をした韓国の皆さんも大勢参加されました。
横 P39 新ｺｰﾅｰのお知らせ
新年度から 3 つのｺｰﾅｰがｽﾀｰﾄします。詳細は 39 ページを見てください。
縦 P9P9-12 第 2520 地区 岩手県大船渡西 RC
例会は木曜日昼である 2011 年 3 月 11 日東日本大震災から 6 年目、当時の会長の
新沼さんは経営する美容院 4 店舗すべて津波に流されていた。それぞれ皆さん。語り
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つくせない経験をされました。それでも被災 2 か月後から例会を隔週で再開した。全
国のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞから見舞金、食料、衣服、軽ﾄﾗｯｸ、ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ、ﾏｽｸ 20 万枚と、そして必
要としている人への配布で大変だったと、苦労話がつきませんでした。
縦 P19 卓話の泉 和歌山県・橋本 RC 奥野ｸﾘﾆｯｸ 奥野 孝
ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病による認知症（ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症）の患者の約半数を占めています。予防
できるかについて述べます｡ｱﾐﾛｲﾄﾞβ(ﾍﾞｰﾀｰ)というﾀﾝﾊﾟｸ質が神経細胞内に蓄積する
ため、神経細胞が変性死滅してしまうことから起こります。神経細胞内にする蓄積す
る原因が発見できれば発症を一次的に予防することができます

〈第 6 回ｸﾗﾌﾞ協議会 石井 伸二 会長ｴﾚｸﾄ〉
会長ｴﾚｸﾄ〉
配布資料に基づき協議されました。
・規定審議会が 3 年に一度開催されます。それに倣ってｸﾗﾌﾞ定款・
細則を見直しする必要があります。今回は変更事項の部分を赤字で
作成いたしました
・次年度の目標を RI のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｾﾝﾄﾗﾙ｣で入力いたしま
した
・次年度行事としてﾊﾟｿｺﾝのある会社の研修室に移動例会をおこない、会員の皆様に
RI へ全員登録をして頂きたいと思っています。宜しくお願い致します

行事予定
〈クラブ〉
２０１７年
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
５月 ２日（火）休
会 定款第６条第１節による
９日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 品川昌義 雑誌委員長
会員卓話 海老名敬子会員
第１１回定例理事会 13：40～14：30
１６日（火）通常例会 卓話 海上自衛隊第２術科学校長 海将補
２３日（火）通常例会 卓話 新会員 平林祐樹会員
３０日（火）通常例会 各委員会委員長 年間報告
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下 淳市様

