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２０１７年

会

６月 ６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

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)6 月 6 日
出席対象
総数
数
24 名
24 名
（前々回)5 月 23 日
出席対象
総数
数
24 名
24 名

誕生日祝
高田源太会員 山田秀雄会員

山田 秀雄 会員（6 月 4 日生）
高田 源太 会員（6 月 14 日生）
片平 修一 会員（6 月 27 日生）
高田 源太 会員（2016.6.7 入会）
入会記念祝
高田源太会員

出席数
18 名
出席数
10 名

出席率
75.00％
出席率
41.67％
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メークア
ップ
2名
メークア
ップ
9名

計
20 名
計
19 名

修正出席
率
83.33％
修正出席
率
79.17％

「メーキャップされた会員」
ーキャップされた会員」
5/31 次年度社会国際奉仕委員会 芹澤達之会員
6/1
横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子会員
6/2
横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 伊与田あさ子会員 福嶋義信会員
6/5
地区会員増強・会員維持ｾﾐﾅｰ 山田秀雄幹事
「ニコニコＢＯＸ」
三役
品川雑誌委員長「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申し上げます
山田秀雄会員 お誕生日を祝って頂いてありがとうございます
高田源太会員 お誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。
入会して 1 年になりますが、若いﾒﾝﾊﾞｰで盛り上げたいと思います
森
洋会員 例会を長期欠席してすみません。本日早退します
伊与田あさ子会員 山田会員、高田会員お誕生日おめでとうございます。高田会員
入会記念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。石井会員、「ｸﾗﾌﾞ協議会」宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 お誕生日、入会記念の方々おめでとうございます。
品川委員長「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
竹永 薫会員 山田会員、高田会員お誕生日おめでとうございます。
先週土曜日より横須賀が舞台の映画｢ｽｶﾌﾞﾛ｣がｼｮｯﾊﾟｰｽﾞｼﾈﾏで公開さ
れました。横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞのﾒﾝﾊﾞｰも多数出演しています。
ぜひ見に行って下さい
小出純子会員 山田会員、高田会員お誕生日おめでとうございます。
高田会員 入会記念日重ねておめでとうございます。
ニコニコＢＯＸの合計は 18,000
18,000 円(累計 545,000
545,000 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
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

国際大会参加会員
石井伸二会員・伊与田あさ子会員

出席報告
小出純子会員

誕生日・入会記念祝
高田源太会員
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ﾆｺﾆｺ報告
海老名敬子 SAA

誕生日祝
山田秀雄会員

「会長あいさつ」
①皆様のお手元にあるお菓子は笹村昌甫会員の奥様より退会のご挨拶があり、お預か
り致しました。宜しくお願い致します
②次年度の地区の会合が始まっております。地区役員の皆様宜しくお願い致します
③国際大会にご参加の皆様にｸﾗﾌﾞよりの補助金が出ておりますのでお渡し致します。
お気をつけてお出かけください
「幹事報告」
◎２０１７―１８年地区大会親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟのご案内受領
日
時
９月 ８日（金）ｽﾀｰﾄ 7：30～（OUT・IN ｽﾀｰﾄ）
場
所
相模原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
ｺﾝﾍﾟ参加費 ５，０００円 ﾌﾟﾚｰ費 １７，０００円
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友６月号
②２０１７年～２０１８年度例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
③横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ細則
◎回覧 ①社協おっぱま
②９月８日（金）地区大会親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ出欠
◎横須賀西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６月定例理事会（現・次）を開催

｢スピーチ｣

〈Ｒの友６月号紹介
〈Ｒの友６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 手を差し伸べたいという思いから
今年度のﾛｰﾀﾘｰの奉仕を振り返ってみると、この素晴らしい組織
の一員であることを選んだ私達１人ひとりの中に、まさに同じ願
望を見出すことが出来ます。地元であれ地球の裏側であれ、私た
ちを最も必要としている人々の生活を向上させるために活動する
機会があるのです。世界各地を訪れ、ﾛｰﾀﾘｰの何が私たちの心を突
き動かすのか、幾度となく気づかされました。最後に「人類に奉仕するﾛｰﾀﾘｰ｣で結ん
でおります。
横 P7P7-15 ｢国境をこえｱｼﾞｱの人々のため｣
｢国境をこえｱｼﾞｱの人々のため｣
◎ｶﾝﾎﾞｼﾞｱの小学校にｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ設置 第 2680 地区 兵庫県
◎ﾊﾟﾝｶﾞｱﾝ島（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ｾﾌﾞ島に近い）で水支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3 ｸﾗﾌﾞが共同で実施
第 2640 地区 和歌山県
◎ｲﾝﾄﾞの子供たちに日本の古着などを寄贈 第 2760 地区 和歌山
ｼﾞｮﾝ F・ｼﾞｬｰﾑ RI 会長も出席
◎ﾊﾞﾘ島の子供たちのための水と衛生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 第 2630 地区 三重県
◎ﾀｲ･ﾁｪﾝﾏｲ 図書購入費用 ﾀｲ語を教える。 第 2670 地区 徳山県
◎ｶﾝﾎﾞｼﾞﾔﾐｯｼｮﾝ 水と衛生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 第 2650 地区 京都府
◎ﾀｲ･ﾁｪﾝﾏｲ山岳地域 ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌで図書寄贈 第 2720 地区 大分県
◎3 か国 3 ｸﾗﾌﾞで図書館建設 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ﾎﾞﾎｰﾙ島
地元のｸﾗﾌﾞ・ﾄﾞｲﾂのｸﾞﾘｰﾝﾜﾙﾄ RC・第 2660 地区
2013 年 10 月 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 7.2 の大地震で壊れ、建設することに決定。
以上がｱｼﾞｱのためでした
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縦 4-8 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2550 地区 地区大会講演
◎「地球温暖化防止の切り札」
足利工業大学
足利工業大学 牛山 泉 理事長
「遅れている自然ｴﾈﾙｷﾞｰの活用について」
遅れている自然ｴﾈﾙｷﾞｰの活用について」
石油、石炭、天然ｶﾞｽ､ｳﾗﾝが現在使用しているｴﾈﾙｷﾞｰです。
地球温暖化防止のためのｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰはどうすればいいのか。二つの方法がある。
一つは CO2（二酸化炭素）を発生しない自然ｴﾈﾙｷﾞｰを使う。もう一つは原子力の
利用です。CO2 は「でません」が使用済み燃料を処理する方法がありません。また、
事故を起こすと放射能の問題が発生します。
日本の国土面積は、世界の僅か 0.2 ﾊﾟｰｾﾝﾄ。人口は世界の 71 億人の内 1 億 3 千万
人で 2 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 世界からみたら、こんな小さな国で、CO2 排出量となると世界ﾜｰｽﾄ
5 位。非常に残念です。
自然ｴﾈﾙｷﾞｰには、風力、太陽光、ﾊﾞｲｵﾏｽ、水力、地熱、海洋ｴﾈﾙｷﾞｰがあります。
日本は、原油の 80％を中東産油国から、毎日長さ 300 ﾒｰﾄﾙ三十万㌧の巨大ﾀﾝｶｰ 3 隻
分が使用料です。これが入ってこないと 1 日のｴﾈﾙｷﾞｰが賄えない。中東から日本に来
るのに 20 日かかる。日本で原油をおろし、空になった船が戻ると巨大ﾀﾝｶｰが 120 隻
活動しています。世界で風力発電、日本では太陽光発電です。ﾃﾞﾝﾏｰｸは北海道位の小
さい国ですが電力 40 ﾊﾟｰｾﾝﾄを風力で賄っています。日本でも「ふくしましんぷう」
装置の名称ですが世界最大の浮体式（海に浮いている）の大型風力発電装置でがんば
っています。縦組み記事はこれの紹介で一杯でした。
一年間至りませんでしたが､ありがとうございました。

＊品川 昌義雑誌
昌義雑誌委員長
雑誌委員長 一年間ありがとうございました

〈次年度の為のｸﾗﾌﾞ協議会 石井伸二会長ｴﾚｸﾄ〉
◎資料を配布致しました
①横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ細則
３年に一度規定審議会が開催されます。ｸﾗﾌﾞの細則も見直しが
必要となります。今回改正した箇所をご確認ください
第２条 理事会
本ｸﾗﾌﾞの管理主体は、理事会とする。理事会は、会長、直前会長、会長ｴﾚｸﾄ、会長
ﾉﾐﾆｰ、副会長、幹事、会計、各委員会委員長で構成される。
第６条 会合
第２節 本ｸﾗﾌﾞの例会は月２回以上とし、開催場所、日時時間については定められた
年間ｽｹｼﾞｭｰﾙに従って開催する。例会に関するあらゆる変更または例会の取り消しは、
ｸﾗﾌﾞ会員全員に然るべく、通知するものとする。
②２０１７-２０１８年度例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
本年度は月３回となっております。
移動例会、夜間例会等、随時変更のある時はご連絡致します。
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〈福嶋義信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長〉
①７月の例会予定発表
②７月９日（日）おっぱま祭り開催。かき氷販売お手伝いがあり
ます。御協力宜しくお願い致します
③外部卓話者をｹﾞｽﾄにお迎えした時は、多くの会員の出席を宜し
くお願い致します
④会員の皆様からのｹﾞｽﾄ卓話者のご紹介をお待ちしております
・１０月１０日（火）横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
・２０１８年 ４月１７日（火）横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
御協力宜しくお願い致します

行事予定
〈クラブ〉
２０１７年
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
７月 ４日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
新年度三役挨拶 三役
第１回定例理事会 13：40～14：30
１１日（火）通常例会 会員卓話 小出 純子 会員
１８日（火）通常例会 卓話 FM ﾌﾞﾙｰ湘南ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ 松浦 千夏 様
２７日（木）合同例会 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会 横須賀商工会議所
ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ 三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
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