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「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
石井 伸二 会長
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

宮本 清志

様（横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）

ビジター
品川 昌義 会員（10 月 3 日生）
誕生日祝
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い 石井 伸二 会員（1987.10.6）
小菅 健史 会員（2008.10.7）
竹永
薫 会員（2013.10.15）
｢出席報告｣
(本日)10 月 3 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％
3名
（前々回)9 月 12 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
23 名
23 名
12 名
52.17％
7名
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
9/20 公共ｲﾒｰｼﾞ委員会
前川永久会員
9/28 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会
小菅健史会員
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宮本清志ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

計
20 名
計
19 名

修正出席
率
86.96％
修正出席
率
82.61％

「ニコニコＢＯＸ」
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宮本 清志様
本日は宜しくお願い致します
三役
ようこそ宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐。本日はご指導宜しくお願い致します
森
洋会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 お役目ご苦労様です
濱田耕輔会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えして
福嶋義信会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 ご指導の程宜しくお願い致します
品川昌義会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 大役ご苦労様です。本日は宜しくお願い致します。
お誕生日のお祝いをして頂きありがとうございました
石井伸二会員 入会記念を祝って頂いてありがとうございます
竹永 薫会員 本日は第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宮本清志様 ようこそお越しいただ
きました。また入会記念のお祝いありがとうございます。今後とも宜
しくお願い致します
御子柴智義会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 本日は宜しくご指導願い上げます
伊与田あさ子会員 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐宮本様、ようこそいらっしゃいませ。ご指
導宜しくお願い致します
小出純子会員 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宮本清志様、ようこそお越しいただきましてありがとう
ございます。品川様お誕生日おめでとうございます。石井様、小菅様、
竹永様入会記念おめでとうございます
高田源太会員 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宮本清志様 本日はようこそおいで下さい
ました。ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐本日はようこそ腰下さいました。ご指導宜しくお願い
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。
誕生日祝い、入会記念のお祝いの方々おめでとうございます
海老名敬子会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそお越しくださいました。ご指導宜しくお願
い致します。石井様、竹永様入会記念のお祝いおめでとうございます。
品川様 お誕生日おめでとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 24,000
24,000 円(累計 139,000
139,000 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

誕生日祝
品川昌義会員

入会記念祝
竹永 薫会員
石井伸二会長

出席報告
品川昌義例会担当

ﾆｺﾆｺ報告
平林祐樹副 SAA

「会長あいさつ」
・地区より２０２０-２０２１年度ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ選出の件 候補者の推薦を要請
・９月の三役会で青少年交換学生拠出金一人当たり年間３，０００円に決定
・「しずくちゃん募金の件」 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会に提案しました。他のｸﾞﾙｰﾌﾟにも検
討して頂いて後日回答をお願いいたします （宮本第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐へ）
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「幹事報告」
◎RI 日本事務局より１０月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１１２円（現行１０９円）です
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所よりご案内が届いております
①２０１８-１９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）｣のご案内
日 時 １０月２８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」
②２０２０‐２０２１年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ･ﾉﾐﾆｰ選出の件とｶﾞﾊﾞﾅｰ･ﾉﾐﾆｰ候補者案に関する
告知
③｢外向きの職業奉仕｣実践例提供のお願い
④｢職業奉仕月間｣卓話者派遣について
◎第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会のご案内
日 時 １０月１２日（木）１３：４０～
場 所 三浦商工会議所（三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ例会場）
◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のご案内受領
◎配布
①ﾛｰﾀﾘｰの友１０月号
②豆辞典（米山記念奨学会より）
◎回覧
①ｶﾞﾊﾞﾅｰより地区大会のお礼状
②横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
③２０１６年度事業報告書・事業報告書統計・資料編
④２０１６年度決算報告
⑤５０周年記念 DVD
⑥AMDA 社会開発機構より「ﾛｰﾀﾘｱﾝによるﾐｬﾝﾏｰ訪問のご提案」
⑦社協おっぱま
◎１０月２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
◎本日例会終了後定例理事会開催

｢スピーチ｣

〈Ｒの友１０月号紹介
〈Ｒの友１０月号紹介

御子柴 智義 雑誌委員長〉

横 P10 財団設立から５０年間の主な出来事
横 P12P12-13 ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会資料
横 P18 朝倉の被災地から 甘木 RC 東 義輝
九州北部豪雨
「友がいてよかった」 甘木 RC 重富 繁喜
横 P26 財団学友の上岡敏之さん
新日本ﾌｨﾙ交響楽団の音楽監督に就任
縦 P4
難民問題 今何が起きているか
国際 NGO 難民を助ける会理事長 長 有紀枝
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〈第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宮本 清志 様
皆様こんにちは。本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問にお伺いいたしました
2017-18 年度第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を務めます横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗ
ﾌﾞの宮本清志でございます。宜しくお願い致します
2017-18 年度 RI 会長のｲｱﾝ H．S．ﾗｲｽﾞﾘｰ氏は東ﾁﾓｰﾙでの活動を称えられてｵｰｽﾄﾗﾘ
ｱ政府より「AusAID Peacebuilder Award｣を受賞。ｵｰｽﾄﾗﾘｱの地域社会への貢献が
認められてｵｰｽﾄﾗﾘｱ勲章を受勲。
また、ﾛｰﾀﾘｰ財団からは｢ﾎﾟﾘｵのない世界のための奉仕賞｣の地域賞を受賞。1978 年
にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ入会。RI 財務長、理事、数々の RI 及び財団に委員会の委員長と委員な
どを歴任。 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰであるｼﾞｭﾘｴｯﾄ夫人と共に、ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰおよびﾛｰﾀﾘｰ財団遺贈
友の会会員。お二人のお子さんとお孫さんがおり、ﾑｱﾙｰﾀﾞｯｸにある自宅の 7 ﾍｸﾀｰﾙの
敷地では、持続可能で有機的な生活哲学を実践している
2017-18 年度 RI 会長のﾃｰﾏは「Rotary：Making a Difference」
「ﾛｰﾀﾘｰ：変化をもたらす」です
2017-18年度2780地区ｶﾞﾊﾞﾅｰの大谷新一郎氏は相模原南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに所属し、石油
製品販売 株式会社三友の代表取締役です。ﾛｰﾀﾘｰ歴は1986年2月に入会、1997年～
1998年度相模原南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの会長をご経験されています
2017-18年度2780地区の方針6項目は
１）増強を最重点にします
女性会員と若い会員の増強を軸に会員50名以下のｸﾗﾌﾞは1名以上。
51名以上のｸﾗﾌﾞは2名以上を継続
２）戦略計画の実行
公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上（ﾒﾃﾞｨｱとの連携）を重点に。
長期計画目標と実行（10年後のｲﾒｰｼﾞ）
３）寄付のお願い
・Ｒ財団（奉仕活動への資金源）
目標 年次寄付
200ドル以上／１人
恒久基金
1000ドル以上／ｸﾗﾌﾞ
ﾎﾟﾘｵ
40ドル以上（撲滅までの理解）
★ 地区補助金・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金の積極的利用。
・米山奨学会 20,000円以上
４）ＲＩ会長賞（3つの戦略的目標の内各4項目）
５）ﾏｲﾛｰﾀﾘｰの登録率向上
６）柔軟性の正しい理解（2016年規定審議会）
以上になりますので一年間宜しくお願い致します
次々週 10 月 17 日（火）がｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問となりますがそれに先駆けまして会員の
皆様からご質問やｶﾞﾊﾞﾅｰにお伝えしたいことがございましたらお知らせください
本日はありがとうございました
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～例 会 風 景～

行事予定
〈クラブ〉
２０１７年
１０月 ３日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問 宮本清志様
第４回定例理事会 13：40～14：30
１０日（火）合同例会 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
卓話 郷土史家 山本詔一様
１７日（火）通常例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 大谷新一郎様
１１月 ７日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
卓話「米山月間」伊与田あさ子米山奨学委員長
第５回定例理事会 13：40～14：30
１４日（火）通常例会 卓話「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間」芹澤達之ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長
２０日（月）移動例会 ｢ｼﾆｱのための健康講座｣ １０月２１日（火）の振替
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