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７月 １１日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「我らの生業」
石井 伸二 会長
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
会長 小林
幹事 佐竹

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)7 月 11 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名
（前々回)6 月 27 日
出席対象
総数
数
24 名
24 名

英生（こばやし ひでき）様
靖幸（さたけ やすゆき）様

佐竹靖幸様 小林英生様

出席数
15 名
出席数
18 名

出席率
65.22％
出席率
75.00％

メークア
ップ
4名
メークア
ップ
2名

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
7/4 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐拡大会議 伊与田あさ子会員
7/10 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 千葉 茂 副会長 山田秀雄
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幹事

計
19 名
計
20 名

修正出席
率
82.61％
修正出席
率
83.33％

「ニコニコＢＯＸ」
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 小林英生様 幹事 佐竹靖幸様
１年間宜しくお願い致します
三役
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 小林英生様 幹事 佐竹靖幸様ようこそお
いで頂きました。
濱田耕輔会員 ｢２０１６年度収支決算報告、小出純子会員 卓話宜
しくお願い致します
福嶋義信会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様 本年も宜しくお願い致します。
小出純子会員 卓話宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 小林英生様 幹事 佐竹靖幸様ご来場
ありがとうございます。合同例会宜しくお願い致します。
濱田会員、会計報告宜しくお願い致します。
小出会員 お話宜しくお願い致します
品川昌義会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 小林英生様 幹事 佐竹靖幸様今日はよく
お出で下さいました。どうぞ楽しんで下さい
小菅健史会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 小林会長 佐竹幹事ようこそいらっしゃいまし
た。濱田会員、小出会員 本日宜しくお願い致します
海老名敬子会員 小出様 卓話宜しくお願い致します
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ小林様 佐竹様 ようこそ
飯倉正俊会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 小林会長 佐竹幹事ようこそいらっしゃいまし
た。濱田会員 収支決算報告、小出会員 ｽﾋﾟｰﾁ 宜しくお願い致し
ます
ニコニコＢＯＸの合計は 22,000
22,000 円(累計 55,000
55,000 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
一年間宜しくお願い致します

横浜金沢 RC
会 長 小林英生様

幹

事
佐竹靖幸様

出席報告
品川昌義例会担当

ﾆｺﾆｺ報告
平林祐樹 SAA

「会長あいさつ」
・７月９日（日）「おっぱままつり」三木証券の方２名をはじめ会員の方々、暑い中
お手伝い頂きありがとうございました。７０，０００円近くの売上がございました。
・８月８日（火）移動例会「ﾊﾟｿｺﾝ教室」大勢のご参加お願いいたします
・青少年交換学生の来日日程が決まりましたので宜しくお願い致します。
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「幹事報告」
◎ ①2017 年度上半期人頭分担金のお願いが届いております。
地区資金の内訳
a．本 会 計（上半期分） 7,850 円（年額 15,700 円）
・米山記念館維持費を含む
b．事業会計（上半期分） 4,150 円（年額 8,300 円）・新世代分担金
c．特別会計（大会分担金 8,000 円
計
20,000 円
◎米山記念奨学会より
①2017 年度上期普通寄付金のお願いが届いております
②「ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 50 年のあゆみ｣のご紹介とご購入のお願い（回覧）
◎次週例会１８日（火）は外部卓話者 松浦千夏様となっております。
御出席宜しくお願い申し上げます
◎回覧 ①（株）TMC ﾊﾟｿｺﾝ教室 出欠回覧 ８月８日（火）移動例会
② 2017～2018 年度ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書・週報
（横須賀西 RC・横須賀南西 RC）
◎配布 ① 2017 年～2018 年度地区大会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
② ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 NO１
③ 7 月定例理事会議事録
④ 2016～2017 年度収支決算報告
｢スピーチ｣

【２０１６年度収支決算報告
【２０１６年度収支決算報告 濱田 耕輔 会計】
濱田耕輔会計より「2016～2017 年度収支決算報告について資料に
基づき詳細なご説明があり、例会にて承認されました。

【会員卓話

小出 純子 会員】

人の一生を貫く「心」と「からだ」は子供の時につくられる
人の一生を貫く「心」と「からだ」は子供の時につくられる(
くられる(ﾌﾚｰﾍﾞﾙの言葉より)
ﾌﾚｰﾍﾞﾙの言葉より)
わらいあい ぶつかり合いながらきずなを深めていきます
こども達は遊びの中で学びます
子ども・子育て支援新制度は、｢量」と「質｣の両面から子育てを社会全体で支えます
・消費税率引き上げによる増収分を活用します
・もっとも身近な市町村が中心となって進めます
・企業による子育て支援も応援します【平成２８年度創設】
①支援の量を拡充
必要とする全ての家庭が利用できる支援を目指します。
②支援の質を向上
子どもたちがより豊かに育っていける支援を目指します
③仕事・子育て両立支援【平成２８年度創設】
③仕事・子育て両立支援【平成２８年度創設】NEW
育て両立支援【平成２８年度創設】NEW
従業員が働きながら子育てしやすいように環境を整えて、離職の防止、就労
の継続、女性の活躍等を支援します
新制度で増える教育・保育の場
地域の実情に応じて「認定こども園」の普及を図ります。また新たに｢地域型保育
が出来ました
・幼稚園（３～５歳）
小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う学校
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・認定こども園（０～５歳）
幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う
施設
・保育所（０～５歳）
就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設
・地域型保育（０～２歳）NEW
保育所より少人数の単位で０～２歳の子供を保育する事業

子どもの身体と心は幼少期で養われる
①外から悪いものが入ると影響が出やすい年齢・・０～５歳
②生活習慣や食習慣等、生きていく根幹を作っていく年齢・・３～５歳
産まれる３年前～５歳という、大人になるための身体の根っこ（ﾍﾞｰｽが出来る）大事
な時期に食を誤ると、その子の一生に関わる
遊び

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

・今の子供たちを取り巻く食
・家庭での食環境が大きく変わった
・幼児期の子供たちに大切な食が軽んじられている
・GM 作物×農薬
・GM 作物 遺伝子組み替え作物（食品）
・食品添加物・食品添加物の種類

勉強

幼児期は、身体を支える根源の根を
しっかり作る

～おっぱままつり 2017.7.9 かき氷販売～
猛暑の中 開催
お疲れ様でした

かき氷売上金額６９，８５０円でした
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運動
躾（作法）
愛情
食べ物

