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５月 ３０日『火曜日』横須賀北ＲＣ

点 鐘
合 唱
「横須賀北ロータリークラブの歌」
司 会
芹澤 達之 会長
ゲスト
ビジター
誕生日祝
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)5 月 30 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
24 名
24 名
10 名
41.66％
6名
（前々回)6 月 17 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
24 名
24 名
16 名
66.67％
6名

計
16 名
計
22 名

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
5/20 新会員の集い 小菅健史会員
5/24 次年度公共ｲﾒｰｼﾞ委員会 前川永久会員
「ニコニコＢＯＸ」
三役
委員長の皆様 年間報告宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 各委員会委員長、年間報告宜しくお願い致します
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修正出席
率
66.67％
修正出席
率
91.67％

飯倉正俊会員
浅野径子会員

各委員会委員長の方々 年間報告宜しくお願い致します
いよいよ暑くなって参りました。どうぞご自愛くださいませ

ニコニコＢＯＸの合計は 6,000 円(累計 527,000
527,000 円)
財団 BOX の合計は 3,527 円（累計 89,753 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
出席報告
竹永 薫会員
ﾆｺﾆｺ報告
浅野径子 SAA

「会長あいさつ」
・出席の方が少なく淋しいですが本日も宜しくお願い致します
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より６月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１１０円（現行１１０円）です
◎回覧 ①2016 年規定審議会案に対するｱﾝｹｰﾄ結果
②会員ﾃﾞｰﾀのご確認
◎本日は５月最終例会ですので財団 BOX を廻します。
「委員会報告」
｢スピーチ｣

「各委員会委員長 年間報告」
〈親睦活動委員会（親睦・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ担当）
竹永
薫 委員長〉
年度初めに「横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ基本方針に則り、有意義で魅力ある
例会を企画する。また会員相互の親睦を深め、ｸﾗﾌﾞ活性化を図るよう
努めていく」ということで親睦・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長を務めさせて頂きまし
た。
一年間の報告をさせて頂きます
毎月第 1 例会には「ﾛｰﾀﾘｰの友の紹介」を品川委員長にお願いいたしました
７月 ５日（火）新年度三役挨拶
７月１２日（火）新会員卓話 飯倉正俊会員 高田源太会員
７月１９日（火）「ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ報告」芹澤達之会長
「前年度会計報告」濱田耕輔会計
７月２６日（火）第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会 当ｸﾗﾌﾞﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ
８月 ２日（火）横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ野球観戦
８月 ９日（火）各委員会委員長今年度方針
８月２３日（火）第１回ｸﾗﾌﾞ協議会（会員増強）
８月３０日（火）卓話 横須賀市政策推進課・公園管理課 飯島良太様 北山剛様
９月 ６日（火）ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問 伊与田あさ子第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
９月１３日（火）会員卓話 高田源太会員
９月２０日（火）ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 佐野英之ｶﾞﾊﾞﾅｰ
９月２７日（火）卓話 横須賀市北消防署係長 加藤潤一様
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１０月 ４日（火）「米山月間卓話」 姜 東均君
１０月１１日（火）会員卓話 飯倉正俊会員
１０月１７日（月）横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
「いしだ園若女将」鈴木由美子様
１０月２５日（火）地区大会報告
１１月 １日（火）会員卓話 竹永 薫会員
１１月 ８日（火）「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間卓話」財団補助金配分委員長 岡野正道様
１１月１５日（火）「ｼﾆｱのための健康講座］自衛隊横須賀病院医師
１１月２２日（火）卓話 横浜ﾏﾘﾉｽ（株）事業本部ﾎｰﾑﾀｳﾝ事業部長 木村昌実様
１１月２９日（火）卓話 横須賀 FM 放送（株）富岡浩司様
１２月 ６日（火）会員卓話 石井伸二会員
１２月１３日（火）ｸﾗﾌﾞ協議会 ｢規定審議会｣
１２月２０日（火）三役半期報告
１月１０日（火）会員卓話 酉年生まれの会員 千葉 茂会員
１月１７日（火）上半期会計報告 濱田耕輔会計
会員卓話 酉年生まれの会員 濱田耕輔会員 福嶋義信会員
１月２４日（火）新年家族会 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
１月３１日（火）「職業奉仕月間卓話」 菅
隆職業奉仕委員長
２月 ７日（火）第１回 I・D・M 石井伸二委員長
２月１４日（火）ｸﾗﾌﾞ協議会 IM について伊与田あさ子ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
２月２１日（火）第２回 I・D・M 石井伸二委員長
２月２８日（火）卓話 ﾀｳﾝﾆｭｰｽ横須賀支社長 安池裕之様
３月 ７日（火）第３回 I・D・M 石井伸二委員長
３月２１日（火）PETS 報告 石井伸二会長ｴﾚｸﾄ
３月２３日（木）横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会 自衛隊総監部基地内見学
「ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀」懇親会
３月２８日（火）観桜会 日産自動車座間記念車庫見学
４月 ２日（日）「第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM」横須賀商工会議所
４月１１日（火）次年度の為のｸﾗﾌﾞ協議会 石井伸二会長ｴﾚｸﾄ
４月１８日（火）第１回地区研修協議会報告
４月２５日（火）第１回地区研修協議会報告
５月 ９日（火）次年度の為のｸﾗﾌﾞ協議会 石井伸二会長ｴﾚｸﾄ
５月１６日（火）卓話海上自衛隊第２術科学校 海将補 下 淳市様
５月２３日（火）新会員卓話 平林祐樹会員
５月３０日（火）各委員会委員長 年間報告
外部卓話者、地区の方、会員卓話等 皆様のご協力を頂き、一年間行うことが出来
ました。ありがとうございました
〈会員増強・会員維持委員会
福嶋 義信 委員長〉
昨年の７月に「ｸﾗﾌﾞの入会のご案内」「ﾛｰﾀﾘｰの友」を使って、会
員増強をお願い致しました。
「光陰矢のごとし」というか早１年が経
ってしまいました。
次年度の小菅健史会員増強委員長に宜しくお願いしたい。
お誘いは、あきらめたらおしまい。急がないでほしい。我慢強く。
継続するためにこれからも続けていきたい
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次年度の横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会２件とも当ｸﾗﾌﾞがﾎｽ
ﾄｸﾗﾌﾞになっています。観桜会等々、他ｸﾗﾌﾞとの合同の時は全員参加で開催したい。
今年度は残念ながら１名入会、２名退会となり次年度は２３名で出発することにな
りました
魅力あるｹﾞｽﾄ講演者を考え、魅力あるｸﾗﾌﾞ例会にしていきたい。それが会員増強につ
ながっていくと思っています。ぜひ皆さんのご協力をお願いしたい
〈今年度を振り返って〉
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
伊与田あさ子
福嶋先輩の熱心な入会のお誘いの末、ﾛｰﾀﾘｰの一員になり福嶋様に
は感謝の気持ちでいっぱいです。先輩会員の丁寧なご指導の上、こ
の度はｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐という貴重な役をお与えくださり、未熟な私をお
支えいただきました横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様に心より感謝申し上
げます。
たくさんの人々との出会い、これまでに経験したことのない様々な体験にて、多く
を学ぶことが出来とても価値ある１年でした。
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟのｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐として一番の難題は、青少年交換学生の受入れでした。
前年度の三役会が次年度は青少年交換学生を受け入れない、という文章を地区へ提出
したというところからの引き継ぎでしたので、驚きと戸惑いと波乱のｽﾀｰﾄでした。
新三役会としては前年度出された決意をそのまま引き継ぎ、受け入れを拒否すべきか
とても悩みましたが、個人的なお話で恐縮ですが、実は自分自身がこの数年障害者ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ建設を手掛け、近隣説明など様々な困難に直面しましたが、何とか乗り越え
実現した経緯がありました。青少年受入れも何か対策があるのではないか、みんなの
知恵を出し合えばいい案が出るのでは？このように考えこの一年をかけて問題解決
しながら受入れ方法を探すことになりました。
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｽﾃｲ委員会を立ち上げ、ひとつのｸﾗﾌﾞのみがﾎｰﾑｽﾃｲ先を探すのではなく
E ｸﾗﾌﾞを含む６ｸﾗﾌﾞ全体でﾎｰﾑｽﾃｲ先を探す。
ただしｶｳﾝｾﾗｰと金銭管理はこれまで通り６ｸﾗﾌﾞ輪番制ということになりました。本来
は次年度は三浦ｸﾗﾌﾞの番でしたが、どうしても不可能ということで、協議の結果ひと
ｸﾗﾌﾞ飛ばして横須賀北が担当することになりました。
今夜も第三回目の第１ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｽﾃｲ委員会を開き、８月に来日するｴﾘｻﾞちゃん受入れ
に準備を進めています。
今年度これまでと変わったｲﾍﾞﾝﾄとしましては「新会員の集い」がｸﾗﾌﾞ奉仕委員会
主催の地区全体の一泊行事ではなく、各ｸﾞﾙｰﾌﾟ年２回ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐主催で開催となりま
した。自分が新会員のころ経験し、役立ったことを今回の新会員の皆さんにも体験し
ていただきたく、１回目はｶﾞﾊﾞﾅｰ、ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰはじめﾍﾞﾃﾗﾝの皆様にご参加願い、普
段めったにできないような交流の場を提供することが出来ました。２回目はﾛｰﾀﾘｰの
真髄である「奉仕」を体感すべく「10000 ﾒｰﾄﾙﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞｸﾘｰﾝ作戦」へ新会員の皆さん
にも参加していただき、体を動かしての奉仕活動とその後のｾﾐﾅｰ及び親睦会で、こち
らも皆様より好評を得ることが出来ました。そして先日５月２０日地区開催の終了式
を無事迎えることが出来ました。
ｸﾞﾙｰﾌﾟ仕上げとしましては IM を４月２日に開催することが出来、皆様方の沢山の
ご協力に感謝申し上げます。ただ今、IM 報告冊子作成中で間もなくお手元に届く予
定です
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