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９月 １９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
石井 伸二 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)9 月 19 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
23 名
23 名
17 名
73.91％
6名
（前々回)9 月 5 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
23 名
23 名
16 名
69.57％
2名
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
9/4
ﾛｰﾀﾘｰ財団監査委員会 森
洋会員
9/17 地区大会会長幹事会 石井伸二会長 山田秀雄幹事
9/18 地区大会新世代交流会 前川永久会員 高田源太会員
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計
23 名
計
18 名

修正出席
率
100.00％
修正出席
率
78.26％

「ニコニコＢＯＸ」
「ニコニコＢＯＸ」
三役
地区大会に御出席された会員の方々 大変ご苦労様でした。
森
洋会員 早退致します
千葉 茂会員 地区大会出席の皆さん昨日はお疲れ様でした。急な
仕事が入って欠席になり誠に申し訳ございませんで
した
浅野径子会員 地区大会に出席できず申し訳ございませんでした。
海老名敬子会員 地区大会には欠席でしたが、出席となっていた様
で大変失礼いたしました。ご迷惑をおかけいたしました。
皆様お疲れ様でした
ニコニコＢＯＸの合計は 7,000 円(累計 115,000
115,000 円)
財団ＢＯＸの合計は 9,500 円（累計 28,900 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
「会長あいさつ」
①地区大会に於いて当ｸﾗﾌﾞが「２０１６-１７年度ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付優秀
ｸﾗﾌﾞ第４位」表彰され、芹澤達之ﾊﾟｽﾄ会長が登壇されました
②９月定例理事会議事録が配布されていると思います
・１０月１７日ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問です。通常例会終了後、ｶﾞﾊﾞﾅｰとの
懇談がありますので終了は１４：３０となります
・横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会には講師に郷土史家の山本詔一氏
・募金活動「しずくちゃんに心臓移植を」９月１１日の第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会で提案を
してあります。
・ｼﾆｱのための健康講座について
日 時 １１月２０日（月）追浜行政ｾﾝﾀｰ共催で開催
講師は自衛隊病院の先生にお願いする
詳細については、次回の理事会で（千葉 茂委員長）
・「よこすか障害福祉 cafe2017 秋」2017 年度協賛金 10,000 円（２口）承認
・「2017Y・ﾌｪｽﾀ追浜」花火大会ﾊﾛｳｨﾝへの協賛について 2017 年 10,000 円承認
・芹澤達之会員より入会予定者の件
前島気功療法ｾﾝﾀｰ T.H.E.M（ｾﾞﾑ）代表 前島 豊様
・ｸﾗﾌﾞﾎﾟﾛｼｬﾂ作成の件 費用の半分はｸﾗﾌﾞ負担 残りの半分を会員負坦
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所よりのご案内
①青少年交換学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
日 時 １０月 ７日（土）15：00～16：00
場 所 第一相澤ﾋﾞﾙ６F「会議室」
②2018-19 年度実施ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ向け｢第 1 回地区補助金説明会」及び｢補助金管理ｾﾐﾅｰ
（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金説明会）｣
日 時 １０月８日（土）①地区補助金説明会 13：00～15：00
②補助金管理ｾﾐﾅｰ
15：15～17：00
場 所 藤沢駅南口 第一相澤ﾋﾞﾙ６階「会議室」
◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のご案内受領
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◎回

覧

①１０月１０日（火）横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会 出欠回覧
②１０月１２日（火）ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問例会 出欠回覧
③横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとの親睦ｺﾞﾙﾌ大会 出欠回覧
④２０１６-１７年度地区資金会計報告
⑤ﾊｲﾗｲﾄよねやま 210
◎本日は９月最終例会ですので財団 BOX を廻します。御協力宜しくお願い致します

「委員会報告」
〈前川 永久 青少年交換学生ｶｳﾝｾﾗｰ〉
・９月２３日にｴﾘｰｻﾞさんがお世話になっている横須賀総合高校の文
化祭があります。当ｸﾗﾌﾞより福嶋義信会員・高田源太会員・そし
て前川が出席致します
・１０月 ７日（土）青少年交換学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ開催 高田源太会員・
前川が出席します。後日報告いたします
・ｴﾘｰｻﾞさんには毎月お小遣いをお渡しすることになっていますので、
月１回ｸﾗﾌﾞ例会に出席して頂くよう連絡しています
〈御子柴 智義 会員〉
・
「よこすか障害福祉 cafe2017 秋」2017 年度協賛金 10,000 円（２口）
ご協力ありがとうございました
横須賀市傷害施設関係協議会は、横須賀市内の社会福祉法人 16 団体
が加盟する障害福祉施設・事業所の集まりで、横須賀市とともに地域
の障害児(者)福祉の向上を目的に、生涯福祉、地域福祉の課題や施策
に関する研究、協議、実践等に取り組んできました。昨今の人材確保
が厳しい状況を受けて平成 27 年より「よこすか障害福祉 café」とい
う一般市民向けの企画を開催してきました
｢スピーチ｣

〈２０１７～２０１８年度地区大会報告
〈２０１７～２０１８年度地区大会報告〉
地区大会報告〉
日 時 ２０１７年９月１７日
２０１７年９月１７日（日）
（日）～
（日）～１８日（月・祝）
第１日 小田急ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ相模大野８F
小田急ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ相模大野８F
四種委員会・選挙人会・会長幹事会・地区指導者ｾﾐﾅｰ
RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
第２日 本会議 相模女子大学ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ
ｴｸｽｶｰｼｮﾝ 相模原市立博物館
相模女子大学ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ
新世代交流会 小田急ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ相模大野８F
小田急ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ相模大野８F
大懇親会
小田急ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ相模大野８F
小田急ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ相模大野８F
〈平林 祐樹 会員〉
会員〉
初めての地区大会参加のため緊張しておりました。
・ｼﾞｭﾃﾞｨ・ｵﾝｸﾞさんの講演
・会員の皆様の多額の寄付による社会貢献活動
これからもっと勉強していきたいと思います
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〈高田 源太 会員〉
会員〉
２回目の地区大会 新世代の交流会に参加してきました。ﾎﾟﾘｵの
他にもﾛｰﾀﾘｰの社会貢献があるということを学びました。新世代とは
青少年交換・ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰ 財団学友 帰国学生 ROTEX 米山
記念奨学生 米山学友 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ ｲﾝﾀｰｱｸﾄ。
ｽﾋﾟｰﾁされた方々の夢 社会貢献に対する心 しっかりした将来
に対する気持ちに感動しました。 ｸﾗﾌﾞの新世代委員会委員として今年度は青少年交
換学生ｴﾘｰｻﾞさんと接する機会も多く、自分自身も英語の勉強を始めました。
将来ｶｳﾝｾﾗｰを受けても・・・
〈前川 永久 会員〉
会員〉
地区大会を開催するｶﾞﾊﾞﾅｰはじめﾎｽﾄｸﾗﾌﾞの大変さを感じました
〈福嶋 義信 会員〉
会員〉
会場の入口にﾎﾟﾘｵの募金箱がならんでいました。
とても有効な場所と思いました
〈山田 秀雄 会員〉
会員〉
地区大会１日目。会長幹事会・会長晩餐会に出席してきました
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