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７月 ４日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
石井 伸二 会長

入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い

｢出席報告｣
(本日)7 月 4 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名
（前々回)6 月 20 日
出席対象
総数
数
24 名
24 名

誕生日祝の皆様

伊与田あさ子会員（７月 ６日生）
鈴木 達治 会員（７月 ９日生）
千葉
茂 会員（７月１９日生）
千葉
茂 会員（1995.7.1）
芹澤 達之 会員（1998.7.8）
海老名敬子 会員（2005.7.5）

出席数
19 名
出席数
14 名

出席率
82.61％
出席率
58.33％
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メークア
ップ
1名
メークア
ップ
6名

入会記念日のお祝いの
皆様

計
20 名
計
20 名

修正出席
率
86.96％
修正出席
率
83.33％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
6/28 地区諮問委員会
森
洋会員
7/1
ﾛｰﾀﾘｰの友研修会
伊与田あさ子会員
「ニコニコＢＯＸ」
三役
本日より新年度石井会長 千葉副会長 幹事山田で１年間宜しく
お願い致します
鈴木達治会員 誕生日を祝って頂いてありがとうございます。
あと５日で傘寿を迎えます
伊与田あさ子会員 三役の皆様 新しい船出おめでとうございます。
本日、誕生日を祝って頂きましてありがとうございます
千葉 茂会員 誕生日と入会記念日をお祝い頂きまして誠にありがとうございます
芹澤達之会員 入会記念月をお祝いして頂きましてありがとうございます。
今後とも宜しくお願い致します
海老名敬子会員 今日から新年度です。三役の方々どうぞ宜しくお願い致します。
入会記念日を祝って頂いて。
千葉会員 伊与田会員 鈴木会員お誕生日おめでとうございます
森
洋会員 石井年度のｽﾀｰﾄを祝して。早退します
濱田耕輔会員 石井会長、千葉副会長、山田幹事 一年間宜しくお願い致します
福嶋義信会員 三役の皆さん一年間宜しくお願い致します。三役の皆さんのご指導に
より会員増強できることを願っております
石井伸二会員 昨年の芹澤会長、小菅副会長、前川幹事、一年間ありがとうございま
した
御子柴智義会員 石井会長、千葉副会長、山田幹事一年間ご苦労様です。宜しくご指
導ください。また 伊与田さん、千葉さん、鈴木達治さん、お誕生日
おめでとうございます
品川昌義会員 石井会長、千葉副会長、山田幹事 一年間頑張ってください
伊与田会員、鈴木達治会員、千葉会員 皆さんお誕生日おめでとうご
ざいます。千葉会員、芹澤会員、海老名会員 入会記念日おめでとう
ございます
前川永久会員 石井会長、千葉副会長、山田幹事 一年間宜しくお願い致します
竹永 薫会員 新年度が始まりました。三役の皆様宜しくお願い致します。
高田源太会員 誕生日、入会記念日の皆様おめでとうございます。
改めまして本年度も宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 誕生日、入会記念日の方々おめでとうございます。
新年度も宜しくお願い致します
ニコニコＢＯＸの合計は 33,000
33,000 円(累計 33,000 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

出席報告
前川永久会員

海老名敬子会員
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「会長あいさつ」
・後ほどの新三役挨拶でお話させて頂きます
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より地区大会のご案内
日 時 ９月１７日（日）地区指導者育成ｾﾐﾅｰ/RI 会長代理晩餐会
場 所 小田急ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ相模大野
日 時 ９月１８日（月/祝）本会議
場 所 相模女子大学ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ
◎RI 日本事務局より７月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１１１円（現行１１０円）
◎本日例会終了後７月定例理事会開催
◎配布 ①２０１７‐２０１８年度ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書
②ﾛｰﾀﾘｰの友７月号
③会員証
◎７月１日付で第１期会費ご請求をさせて頂きましたので宜しくお取り計らいの程
お願い申し上げます
「委員会報告」
｢スピーチ｣

〈Ｒの友７月号紹介
〈Ｒの友７月号紹介

御子柴 智義 雑誌委員長〉

横 P6 ﾛｰﾀﾘｰとは ﾛｰﾀﾘｰの誕生とその成長
世界ｸﾗﾌﾞ数 35,533 会員総数 1,233,172 人
（2017 年 3 月 31 日 RI 公式発表）
日本ｸﾗﾌﾞ数 2,253 会員数 89,385 人（2017 年 4 月末現在）
横 P7
ｲｱﾝ H．S．ﾗｲｽﾞﾘｰ RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ 持続可能な奉仕の究極
「ｸﾗﾌﾞのｻﾎﾟｰﾄと強化」
「人道的奉仕の重点化と増加」｢ﾛｰﾀﾘｰの公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の
向上」を指針として行動します
横 P8P8-18 人と人をつなぐ ｲｱﾝ H．S．ﾗｲｽﾞﾘｰ RI 会長とは
横 P19 ﾛｰﾀﾘｰ：変化をもたらす
横 P21P21-37 ｶﾞﾊﾞﾅｰの横顔（全地区ｶﾞﾊﾞﾅｰの紹介）
ｶﾞﾊﾞﾅｰの横顔（全地区ｶﾞﾊﾞﾅｰの紹介）
第 2830 地区 佐々木千佳子ｶﾞﾊﾞﾅｰ（十和田 RC）
第 2750 地区 猿渡昌盛ｶﾞﾊﾞﾅｰ（東京武蔵府中 RC）武蔵総社大國魂神社宮司
第 2780 地区 大谷新一郎ｶﾞﾊﾞﾅｰ（相模原南 RC）
～よねやまだより～
よねやまだより～
横 P42 財団設立 50 周年を迎えて
公益財団法人ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会理事長 小沢一彦（横須賀 RC）
米山梅吉翁生誕 150 周年記念式典 2018 年 2 月 4 日 東京お台場にて
縦 P4 減塩と健康寿命 自治医科大学名誉教授 梶井英治
生まれたての地球の海水と私たちの血液の塩分濃度は同じ
縦 P14 十六貫と五尺四寸の人
十六貫と五尺四寸の人 高崎ｼﾝﾌｫﾆｰ 金子秀隆
縦 P20 俳壇 長谷川 櫂 歌壇 馬場 あき子 柳壇 てじま 晩秋
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〈新年度三役挨拶〉
【千葉
茂 副会長】
６年ぶりに三役を務めます。１１時３０分に会場に来てﾃｰﾌﾞﾙ等の
設置を致しました。昨年は芹澤達之さん達が準備をしてくださったの
だなあと昔とは違ったことを感じました。
仕事の都合上準備に間に合わないこともあるかと思いますが、石井
会長、山田幹事とご一緒に頑張って参りますので一年間宜しくお願い
致します
【山田 秀雄 幹 事】
幹事を務めます山田です。仕事の都合上、例会を欠席する事がある
と思いますが、できる限り、力を尽くし一年間頑張ります。
ご理解頂き、ご協力宜しくお願い致します

【石井 伸二 会 長】
会長を務めさせていただきます。
・今年度例会は月３回ということでﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをたてさせて頂きまし
た。規定審議会の規約改正による変更ということであくまでもﾃｽ
ﾄｹｰｽです。
来年度の会長になられる方は、検討して頂ければと思っています。
例会の無い火曜日は他ｸﾗﾌﾞへのﾒｰｷｬｯﾌﾟをぜひ行ってください
・横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへのご挨拶は７月２４日（月）
今年度の合同例会 当ｸﾗﾌﾞがﾎｽﾄになります
・自衛艦隊司令官への表敬訪問
・MY ROTARY への全員登録
（８月８日（火）移動例会でﾚｸﾁｬｰ （株）TMC）
・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの検討
・親睦活動（福嶋義信委員長）
・会員増強に御協力を（小菅健史委員長）
・R 財団（１人２００㌦）・米山記念奨学会（１人２０，０００円）への寄付
皆様のご協力を宜しくお願い致します（芹澤達之委員長・伊与田あさ子委員長）
・青少年交換学生来日（８月２０日１２：１５羽田着）担当 前川 永久ｶｳﾝｾﾗｰ
・会場設置に御協力を １１：３０より 準備いたします
＊一年間ご協力宜しくお願い致します
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行事予定
〈クラブ〉
２０１７年
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 会計報告 濱田耕輔会計
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
８月 １日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
卓話 町田市科学教育ｾﾝﾀｰ指導員・三浦按針研究家
吉江 宏 様
第２回定例理事会 13：40～14：30
８日（火）移動例会 ﾊﾟｿｺﾝ教室（株）TMC
１５日（火）休
会 定款第６条第１節による
２２日（火）通常例会 第１回ｸﾗﾌﾞ協議会 （会員増強）小菅健史委員長
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