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５月 ９日『火曜日』横須賀北ＲＣ

点 鐘
斉 唱
「君 が 代」
合 唱
「奉仕の理想」
唱 和
「四つのテスト」
司 会
芹澤 達之 会長
ゲスト
ビジター
前川 永久 会員（５月３０日生）
誕生日祝
入会記念日のお祝い
小出 純子 会員（2011.5.10）
入会記念日のお祝い

誕生日祝
前川 永久 会員

入会記念祝
｢出席報告｣
小出
純子 会員
(本日)5 月 9 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
15 名
62.50％
5名
20 名
83.33％
（前々回)4 月 18 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
13 名
54.17％
4名
17 名
70.83％
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
4/29 横須賀西 RC ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ 伊与田あさ子会員 小出純子会員 小菅健史会員
5/2
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐連絡会議 伊与田あさ子会員
5/6
次年度青少年交換学生ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 石井伸二会員 前川永久会員
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「ニコニコＢＯＸ」
三役
竹永会員「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します
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
前川永久会員 お誕生日を祝って頂いてありがとうございます
小出純子会員 入会させて頂き早６年となりました。不勉強で申し訳ございません。
大変お世話になりましてありがとうございます
御子柴智義会員 前川さんお誕生日おめでとうございます。小出会員入会記念お祝い
致します。益々のご活躍を！
飯倉正俊会員 竹永会員「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します
前川会員お誕生日おめでとうございます。小出会員、入会記念おめで
とうございます
浅野径子会員 前川会員お誕生日おめでとうございます。小出会員入会記念おめでと
うございます
ニコニコＢＯＸの合計は 12,000
12,000 円(累計 502,000
502,000 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 径子副 SAA
出席報告
高田 源太会員

「会長あいさつ」
・２７８０地区国際ﾛｰﾀﾘｰ財団奨学生 志摩大喜さんより
｢第１０回記念志摩大喜ﾃﾉｰﾙﾘｻｲﾀﾙ｣のお知らせが届きました
日 時 ５月２７日（土）13：30 開場 14：00 開演
会 場 TOKYO FM ﾎｰﾙ
・海上自衛隊横須賀地方総監部より練習艦隊艦上ﾚｾﾌﾟｼｮﾝのご案内
日 時 ５月１４日（日）18：00～19：30

「幹事報告」
◎RI 日本事務局より５月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1 ㌦ 110 円（現行 116 円）
◎本日例会終了後 ５月定例理事会開催
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友５月号
◎三浦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
会のご案内受領

「委員会報告」
〈伊与田 あさ子 AG〉
AG〉
・「地区新会員の集い」開催
地区新会員の集い」開催
日 時 ５月２０日（土）
場 所 藤沢商工会館「ﾐﾅﾊﾟｰｸ」会議室
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〈福嶋 義信 会員増強委員長〉
会員増強委員長〉
今年度も後半になりました。「ﾛｰﾀﾘｰの友」をご活用になり、
ぜひ 1 名でも多くの会員増強を宜しくお願い致します
｢スピーチ｣

〈Ｒの友５月号紹介
〈Ｒの友５月号紹介

竹永 薫 会員〉

横 P3 ｼﾞｮﾝ F ｼﾞｬｰﾑ RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ ｱﾄﾗﾝﾀでお会いしましょう
ｱﾄﾗﾝﾀでお会いしましょう
ﾛｰﾀﾘｰが人類に奉仕したこの一年を祝うだけでなく、ﾛｰﾀﾘｰ財団を通
じて世界で良いことをしてきた一世紀を祝い今大会は、史上最大かつ
最高の国際大会の一つになると期待しています。
横 P7 若者のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを養成 RYLA ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
各地区の催し事を紹介
横 P14 過去から今、そして未来へｲﾝﾀｰｱｸﾀｰ
横 P19 忙しいのはあなただけ？
新会員の皆様、例会の出席状況はいかがでしょうか？出席率 100％を続けている方
もいらっしゃると思います。一方で「なかなか出席できない」といわれる方も少なく
ないと思います。「仕事は忙しいし、業界や地域の付き合いもあるし、毎週例会に出
るなんてﾑﾘ」と思っていませんか。そして「その上、地区大会やｸﾗﾌﾞの奉仕活動なん
てﾄﾝﾃﾞﾓﾅｲ｣といわれる方もいらっしゃるでしょう。しかし、毎週欠かさず例会に出席
したり、奉仕活動にいつも参加している先輩会員の中にも、皆様に負けないくらい忙
しい人が沢山います。忙しいのはあなただけではありません。ﾛｰﾀﾘｱﾝのほとんどが忙
しい仕事を持ち、仕事以外のさまざまな分野でも活躍しています。勿論家庭での役割
もお持ちだと思います。そんな時間を上手にやりくりして、ﾛｰﾀﾘｰ活動を続けている
のです。先輩会員から｢ﾛｰﾀﾘｰにﾉｰはない｣とか「ﾛｰﾀﾘｰにあるのは“ｲｴｽ”と“はい”
だけ》といわれたことがあるかもしれません。要は断ってはいけないということなの
ですが、貴方なら「やってくれる」とその能力を信じている証しでもあると思います
横 P23 寄付金の流れ：寄付が生かされるまで
2016 年、ﾛｰﾀﾘｰ財団はﾁｬﾘﾃｨ・ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰから最高点（100 点満点）をもらいました。
財務の安全性と透明性が評価されたのです。ｱﾒﾘｶ全土の慈善団体を評価する独立機関
である同団体からﾛｰﾀﾘｰ財団が四つ星の評価を受けたのは、これで 9 年連続となりこ
れほど高い評価を受けているのは全慈善団体の僅か 1％に過ぎません｡ﾌｧｲﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ
協会(AEP)もまた、ﾛｰﾀﾘｰ財団を 2016 年度「World'sOutstandinFoundation(世界の
卓越した財団)に選びました｡ｹﾛｯｸﾞ財団､ﾏｯｶｰｻｰ財団といった著名な団体が受賞して
きた、栄えある賞です。これらの団体は異口同音に「ﾛｰﾀﾘｰ財団への寄付は賢明な投
資である」と認めています。
横 P36 ｶﾞﾊﾞﾅｰのﾍﾟｰｼﾞ
横 P43 世界をよ
世界をよりよくした
よくした 100 年
2016‐
2016‐17 年度ﾛｰﾀﾘｰ財団管理委員長 ｶﾙﾔﾝ・ﾊﾞﾈﾙｼﾞｰ
ﾛｰﾀﾘｰ財団 100 周年を一年にわたり祝ってきましたが、それも終わりに近づいた今、
ﾛｰﾀﾘｱﾝが世界で良いことをするために恒久基金を創立していなければ世界はどうな
っていたか、立ち止まって考えてみましょう
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縦 P4 上杉鷹山の訓え (学)九里学園高等学校教諭 遠藤 英 氏
鷹山は、改革によってここで暮らしていれば長生きしても大丈夫、安心して子ども
を育てられる、そういう、社会の厚みのようなものを構築したのです

「クラブ協議会」石井
「クラブ協議会」石井 伸二 会長ｴﾚｸﾄ
・次年度年間ｽｹｼﾞｭｰﾙを回覧します
第 1 週～3 週を例会日とし 4 週目並びに 5 週目は、お休みとする
例外として 8 月は第 3 週 1 月・5 月は第 1 週を休会とする。
例会日が同じ火曜日の他ｸﾗﾌﾞのﾒｰｷｬｯﾌﾟにお出かけください
・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問の確認
・横浜金沢ﾛｰﾀﾘーｸﾗﾌﾞとの合同例会 次年度は当ｸﾗﾌﾞがﾎｽﾄｸﾗﾌﾞです

行事予定
〈クラブ〉
２０１７年
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 下 淳市様
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
６月 ６日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 品川昌義 雑誌委員長
次年度のためのｸﾗﾌﾞ協議会 年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ等
第１２回定例理事会（現．
・次） 13：40～14：30
１３日（火）通常例会 次年度各委員長報告
２０日（火）通常例会 国際大会報告 伊与田あさ子会員 片平修一会員
２７日（火）通常例会 退任三役挨拶 槌の申し送り
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