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１月 １６日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「それでこそロータリー」
石井 伸二 会長
入会予定者

武藤 修儀（むとう
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)1 月 16 日
出席対象
総数
数
24 名
24 名
（前々回)12 月 19 日
出席対象
総数
数
24 名
24 名

のぶよし）様
武藤 修儀 様

出席数
17 名
出席数
15 名

出席率
70.83％
出席率
62.50％

メークア
ップ
3名
メークア
ップ
3名

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
1/9
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐拡大会議 伊与田あさ子会員
1/13 第 1～第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同新会員の集い
石井伸二会長 竹永 薫会員 高田源太会員
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計
20 名
計
18 名

修正出席
率
83.33％
修正出席
率
75.00％

「ニコニコＢＯＸ」
三役
武藤修儀様 ようこそ横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへ!
御子柴会員。千葉副会長ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。
また濱田会員上半期会計報告宜しくお願い致します
石井伸二会員 入会予定者の武藤様 宜しくお願い致します。来週の
新年会宜しくお願い致します
濱田耕輔会員 武藤様をお迎えして
芹澤達之会員 入会予定者の武藤様 これからも宜しくお願い致します
御子柴智義会員 武藤さん ご入会おめでとうございます
鈴木達治会員 欠席が重なり申し訳ありません
小菅健史会員 御子柴委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友紹介」濱田会計「会計報告」千葉副会長
卓話それぞれ宜しくお願い致します
武藤様 ようこそお待ちしておりました
伊与田あさ子会員 武藤様ようこそいらっしゃいませ。ﾛｰﾀﾘｰは楽しいです。
御子柴会員「ﾛｰﾀﾘｰの友」1 月号のお話 宜しくお願い致します。
千葉会員 卓話宜しくお願い致します
高田源太会員 武藤修儀様、首を長くしてお待ちしておりました。ごゆっくりお楽し
みください。御子柴会員、濱田会員 千葉会員ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致
します
飯倉正俊会員 御子柴様「ﾛｰﾀﾘｰの友紹介」、濱田様「会計報告」、千葉様卓話宜しく
お願い致します。武藤修儀様 宜しくお願い致します
前島 豊会員 武藤さんようこそ。今後とも宜しくお願い致します
平林祐樹会員 御子柴委員長、濱田会計、千葉副会長ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。
武藤様ようこそ
ニコニコＢＯＸの合計は 65,000
65,000 円(累計 375,000
375,000 円)
財団 BOX の合計は 8,691 円（累計 66,313 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」
・昨日追浜駅前で 17：00 から 1 時間 「しずくちゃんを救う会」
募金活動ご協力感謝のご報告を致しました。ご参加頂いた会員の
皆様ありがとうございました
・先週土曜日 1 月 13 日に「第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ～第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同の新会員
集い」が開催されました。ご参加の皆様ありがとうございました
【前川永久ｶｳﾝｾﾗｰ】
・青少年交換学生ｴﾘちゃんは、1 月 5 日(金)に矢島さん宅から浅葉さん宅へ引越
しました。国際奉仕活動をなさっている方です。新年家族会にお見えになりま
すのでその時にご紹介したいと思います。ｴﾘちゃんは 7 月 10 日に帰国決定です
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①国際大会(ﾄﾛﾝﾄ)に御出席されるﾛｰﾀﾘｰｱﾝに向けての「日本人朝食会」について
日 時 ２０１８年 ６月２４日(日)
場 所 ﾊｲｱｯﾄ･ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ･ﾄﾛﾝﾄ
会 費 １０，０００円
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◎米山記念奨学会より２０１７年度下期普通寄付金のお願いが届いております
◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより創立５５周年記念例会のご案内
日 時 ３月２２日（木）点 鐘 １６：００ 終了１７：３０
懇親会 １７：３０～１９：００
会 費 ３，０００円
会 場 三浦市民ﾎｰﾙ 三浦市三崎５－３－１☎０４６－８８１－６７２１
◎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お知らせ受領
◎回覧
①青少年交換学生のための日本語講師紹介／推薦のお願い
②横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより週報
◎配布
①ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信
②２０１７～２０１８年度半期会計報告（実績比較表）
③１月定例理事会議事録
◎次週例会は新年家族会のため本日財団 BOX を廻します。御協力宜しくお願い致し
ます
入会予定者の武藤 修儀様のご紹介
小菅健史会員

｢スピーチ｣

〈Ｒの友１月号紹介
御子柴 智義 雑誌委員長〉
〈Ｒの友１月号紹介
【ﾛｰﾀﾘｱﾝ職業奉仕を語る】
ﾛｰﾀﾘｱﾝ職業奉仕を語る】
横 P8P8-11 職業奉仕について考える
松宮 剛（元 RI 理事 茅ヶ崎湘南 RC）
RC）
縦 4-8
企業人のための危機管理
ｻﾆｰ神谷
消防防災危機管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・元国際ﾚｽｷｭｰ
（一社）日本防災教育訓練ｾﾝﾀｰ代表理事
危機管理というものは自然災害とは違い、じわじわと､
危機管理というものは自然災害とは違い、じわじわと､何か一つのことから始まる
ことが多いのです
ことが多いのです｡
『英語で話しかけられた｣ときのように､突然なことに出くわした
です｡『英語で話しかけられた｣ときのように､突然なことに出くわした
ときに､どう自分が身構えるか､それによって､全ての対処が変わってくるのです。

【２０１７年度上半期収支報告
【２０１７年度上半期収支報告 濱田 耕輔 会計】
濱田耕輔会計より「2017～2018 年度上半期収支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。

【「建物」に、地震保険 「家財」に地震保険
資料に基づき地震保険について詳細なご説明
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千葉 茂 副会長】

お話を頂きました

