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長
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御子柴智義

「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
石井 伸二 会長

吉江 宏 様

町田市科学教育センター指導員
ひろし

三浦按針研究家 吉江 宏
東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
あまの

あきら

天野

彰

茂

８月 １日『火曜日』横須賀北ＲＣ

よしえ

ビジター

会

様

様

東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
あまの

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)8 月 1 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名
（前々回)7 月 18 日
出席対象
総数
数
23 名
23 名

あきと

天野 彰人 様
菅
隆 会員（８月１６日生）
福嶋 義信 会員（1984.8.14）
伊与田あさ子会員（2010.8.10）

出席数
14 名
出席数
18 名

出席率
60.87％
出席率
78.26％
1

メークア
ップ
4名
メークア
ップ
2名

天野彰人様 天野 彰様

計
18 名
計
20 名

修正出席
率
78.26％
修正出席
率
86.96％

「ニコニコＢＯＸ」
天野 彰様（東京世田谷南ＲＣ）天野彰人様（東京山王ＲＣ）
石井会長、山田幹事就任おめでとうございます。お祝いに息子
の彰人と参りました。皆さんにお逢いできて光栄です。
御子柴さんはじめ北ﾛｰﾀﾘｰとのご縁の大山（世田谷南ＲＣの長
老）が亡くなり、残念です。一緒に来ようと言っていました。合掌。
三役
吉江 宏様、今日は宜しくお願い致します。
東京世田谷南ＲＣ 天野 彰様、東京山王ＲＣ 天野彰人様ありがと
うございます
福嶋義信会員 入会記念日を祝って頂きありがとうございます。
吉江 宏様卓話宜しくお願い致します。天野 彰会員 天野彰人会員
ようこそ
伊与田あさ子会員 吉江 宏様本日はお話を宜しくお願い致します。
本日は私の兄天野 彰、甥の天野彰人の訪問です。どうぞ宜しくお願
い致します
濱田耕輔会員 天野 彰様、天野彰人様ようこそ。ごゆっくりお過ごしください
吉江先生、ｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしております
御子柴智義会員 吉江様ようこそ。天野 彰様、天野彰人様ようこそいらっしゃいま
した。福嶋会員、伊与田会員、入会記念日おめでとうございます
品川昌義会員 東京世田谷南ＲＣ天野 彰様 東京山王ＲＣ天野彰人様 よくお出
で下さいました。入会記念日福嶋さん、伊与田さん、おめでとうござ
います。三浦按針研究家 吉江様今日は宜しくお願い致します。
御子柴委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介 宜しくお願い致します
小菅健史会員 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 本日は宜し
くお願い致します。東京世田谷南ＲＣ天野 彰様 東京山王ＲＣ天野
彰人様ようこそ
竹永 薫会員 本日は東京世田谷南ＲＣ天野 彰様、東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ天野彰人様
ようこそ。いつも伊与田会員にはお世話になっています。
また町田市科学教育ｾﾝﾀｰ 吉江 宏様本日は卓話宜しくお願い致し
ます
飯倉正俊会員 三浦按針研究家吉江様 ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。
東京世田谷南ＲＣ天野 彰様、東京山王ＲＣ天野彰人様ようこそいら
っしゃいました。入会記念日の方々おめでとうございます
高田源太会員 天野 彰様、天野彰人様ようこそお出で下さいました。
御子柴委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します。
三浦按針研究家吉江 宏様、地元逸見だけにとても楽しみです。
宜しくお願い致します
ニコニコＢＯＸの合計は 20,000
20,000 円(累計 89,000
89,000 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
入会記念祝
福嶋義信会員
伊与田あさ子会員

出席報告
品川昌義例会担当

2

「会長あいさつ」
・本日は幹事不在のため報告を致します
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より 2017 年度半期報告書受領
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①地区米山奨学ｾﾐﾅｰ＆ｶｳﾝｾﾗｰ研修会開催のご案内
日 時 ８月２６日（土）13：30～16：30
13：30～14：50 挨拶、講演 15：00～16：30 ｶｳﾝｾﾗｰ研修会
場 所 藤沢商工会館ﾐﾅﾊﾟｰｸ６階「多目的ﾎｰﾙ 3」（藤沢駅北口）
②青少年交換（来日）学生研修会開催
日 時 ８月２６日（土）14：00～16：00 来日学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
16：00～17：00 歓迎会
場 所 第一相澤ﾋﾞﾙ６F「会議室」
③ｸﾗﾌﾞ幹事・ｸﾗﾌﾞ事務局対象「IT 研修会」のご案内
日 時 ８月１０日（木）15：00～17：00 受付開始 14：30
場 所 藤沢駅南口 第一相澤ﾋﾞﾙ６階「会議室」
④「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間」卓話依頼
⑤「米山月間」卓話依頼
◎回覧 ①ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より韓日親善会議のご案内
②横須賀交流協会 Newspot 64 号
③移動例会野球ﾅｲﾀｰ観戦 9 月 12 日（火）横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ 17：30～
◎配布 ①公益財団法人ﾛｰﾀﾘｰ日本財団より「確定申告用寄附金領収証」
②「ﾛｰﾀﾘｰの友」8 月号
③ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 2016 年度最終号
◎本日例会終了後定例理事会開催
◎次週例会８月８日（火）は移動例会でﾊﾟｿｺﾝ教室
８月８日（火）は移動例会でﾊﾟｿｺﾝ教室となっております。
８月８日（火）は移動例会でﾊﾟｿｺﾝ教室
「とんかつ勝」に１１：３０集合となっておりますのでご出席の方は宜しくお願い致
します
◎次々週例会８月１５日（火）は休会
８月１５日（火）は休会となっておりますのでお間違えのないよう宜し
８月１５日（火）は休会
くお願い致します

第 2750 地区公共ｲﾒｰｼﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ天野 彰様
御子柴さん、福嶋さんはじめ北ｸﾗﾌﾞ
さんとのご縁を感じます

｢スピーチ｣

〈Ｒの友８月号紹介
〈Ｒの友８月号紹介

御子柴 智義 雑誌委員長〉

特集
横 P7

会員増強・新ｸﾗﾌﾞ結成 これまでの殻を破る
会員増強 大宮西 RC 新井伸夫
横 P13 ﾃﾞｰﾀで見る日本のﾛｰﾀﾘｰ
横 P20 2017-18 年度 RI 理事会ﾒﾝﾊﾞｰ
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横 P30 ﾛｰﾀﾘｰ財団 100 周年を祝う
ｱﾄﾗﾝﾀ国際大会に参加 日本ﾛｰﾀﾘｰ学友会代表幹事 高木直之
よねやまだより
横 P32 ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学事業の基礎知識 奨学金制度編
縦 P4 地域は本当に元気になれるのか
日本ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ連盟理事長 吉崎 正弘

～ｺﾛﾎﾞｯｸﾙの里山 県立塚山公園の魅力再発見～
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〉
京浜急行の逸見駅や安針塚から歩いて訪れることのできる県
立塚山公園。桜と景観の素晴らしさで有名です。
最近注目されているのが、「歴史」と「文学」と「自然の豊か
さ」です
国の史跡・三浦按針（ｳｨﾘｱﾑ・ｱﾀﾞﾑｽ）の供養塔、
「按針塚」。日
本に最初に来た英国人、歴史上・唯一外国人が領主になり逸見村、現・横須賀市逸見
を治めていました。
関係４市長さんが｢按針ｻﾐｯﾄ｣で、NHK の大河ﾄﾞﾗﾏにと働きかけています。
公園の登り口、西逸見の「柿の谷戸」、児童文学の第一人者・佐藤さとるさんの生誕
地です。著書「わんぱく天国」やｺﾛﾎﾞｯｸﾙ物語の「誰も知らない小さな国｣の舞台は、
ここ塚山公園です。公園には、ｺﾛﾎﾞｯｸﾙがいるのです。探しに来ませんか。
開発が進み里山がなくなる中、一年を通しての野草の素晴らしさや、ﾁｮｳの種類の
多さ、川には、絶滅危惧種ﾄｳｷｮｳｻﾝｼｮｳｳｵがいます。
歴史と文学と自然豊かな公園です。
逸見駅、１分のところに「ｺﾛﾎﾞｯｸﾘの小屋」をつくりました。ｺﾛﾎﾞｯｸﾘの里山、塚山
公園の魅力を発信しています。

～例 会 風 景～
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行事予定
〈クラブ〉
２０１７年
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
９月 ５日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
卓話 臨済宗建長寺派満願寺住職 永井宗直様
第３回定例理事会 13：40～14：30
１２日（火）移動例会 横浜ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ野球観戦 横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ 17：30 集合
１９日（火）通常例会 地区大会報告
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