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「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
石井 伸二 会長

宮本清志ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

宮本

清志

様

青少年交換学生

ｴﾘｰｻﾞ･ｶﾘｰﾇ･ｱﾝｸﾙさん
ビジター
入会式
誕生日祝

武藤 修儀 会員
小菅 健史 会員（３月 １日生）
芹澤 達之 会員（３月 ９日生）
御子柴智義 会員（３月１９日生）
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い 有本 親子 会員（２０１６年３月１日）
｢出席報告｣
(本日)3 月 6 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
25 名
25 名
19 名
76.00％
1名
（前々回)2 月 13 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
24 名
24 名
16 名
66.67％
5名
1

ｴﾘｰｻﾞさん

計
20 名
計
21 名

修正出席
率
80.00％
修正出席
率
87.50％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
2/20 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会
伊与田あさ子会員
2/22 地区研修委員会ﾘｰﾀﾞｰｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ会議 森
洋会員
3/3
青少年交換ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
前川永久会員
「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
今日は IM のご案内に参りました。時間を作って頂きありが
とうございます
三役
宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそ。ｴﾘｰｻﾞ･ｶﾘｰﾇ･ｱﾝｸﾙさんようこ
そ。 武藤さん入会おめでとうございます。小菅会員
芹澤会員 御子柴会員お誕生日おめでとうございます
森
洋会員 武藤君入会おめでとう！宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそ！ｴﾘｰｻﾞさんｽﾋﾟｰﾁ
宜しく！
福嶋義信会員 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。
青少年交換学生 ｴﾘｰｻﾞ･ｶﾘｰﾇ･ｱﾝｸﾙさん卓話を楽しみにしています
武藤 修儀君 入会おめでとう。今後の活躍を期待しています
御子柴智義会員 誕生日を祝って頂きありがとうございます
小菅健史会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそ。武藤君 入会おめでとう ｴﾘｰｻﾞさんｽﾋﾟｰﾁ
宜しくお願い致します 誕生日を祝って頂きありがとうございます
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清志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。ｴﾘちゃんいらっしゃい。日本語とても
上手になりましたね。武藤 修儀様ご入会おめでとうございます
芹澤達之会員 誕生日を祝って頂きありがとうございます。
宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、ｴﾘｰｻﾞさんようこそお出で下さいました。
武藤さん 入会おめでとうございます
前川永久会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそお出で下さいました。武藤会員 入会おめで
とうございます。誕生日祝・入会記念日のお祝いの皆様おめでとうご
ざいます。ｴﾘちゃんｽﾋﾟｰﾁ頑張ってください
竹永 薫会員 本日は国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宮本様そして
ｴﾘｰｻﾞさんようこそいらっしゃいました。ｴﾘｰｻﾞさんｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願
い致します。また武藤 修儀さん入会おめでとうございます
飯倉正俊会員 武藤様入会おめでとうございます。宜しくお願い致します。小菅様、
芹澤様 御子柴様 お誕生日おめでとうございます。
御子柴様「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します
前島 豊会員 武藤さん入会おめでとうございます。宜しくお願い致します。
宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宜しくお願い致します ｴﾘｰｻﾞさんｽﾋﾟｰﾁ楽しみに
しています
平林祐樹会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそお出で下さいました。武藤君 入会おめでと
うございます
入会式
武藤 修儀会員
誕生日祝
小菅健史会員 御子柴智義会員
芹澤達之会員
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ニコニコＢＯＸの合計は 26,000
26,000 円(累計 454,000
454,000 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
「会長あいさつ」
・３月３１日（土) IM があります。当日の出欠の回覧を廻しますのでご出席宜しく
お願い致します。
・台湾地震義捐金の協力依頼が届いております。後ほど理事会でも話し合います
【国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区

第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宮本 清志様】
清志様】
IM のご案内に参りました。宜しくお願い致します
日 時 ３月３１日（土）受付・登録 16：00 点鐘 16：30～
場 所 ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀５Ｆﾊﾟﾘ
講 演 ｻｯｶｰで見る世界観
株）横浜ﾌﾘｴｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
横浜 FC 会長 奥寺 康彦 氏
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より 3 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1 ㌦ 108 円（現行 110 円）
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より台湾東部地震への義捐金の協力依頼受領
◎第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会のご案内
日 時 ３月１２日（月）１８：３０～
場 所 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
◎配布
①「ﾛｰﾀﾘｰの友３月号」
②「第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM」ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
◎回覧
① 米山学友会「交流」
②「第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM」出席回覧
③ 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
◎本日例会終了後定例理事会開催
「委員会報告」
【ﾗｲｵﾝｽﾞとの親睦ｺﾞﾙﾌ開催】
ﾗｲｵﾝｽﾞとの親睦ｺﾞﾙﾌ開催】
日 時：４月１１日（水）AM 9：08 ｽﾀｰﾄ
コース：葉山国際ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｰｽ
｢スピーチ｣

〈Ｒの友３月号紹介
〈Ｒの友３月号紹介

御子柴 智義 雑誌委員長〉

横 P3 ﾛｰﾀｰｱｸﾄの５０周年を祝いましょう
水と衛生月間
横 P7‐
一滴の水から広がる奉仕
P7‐15
縦 4-8 今から始める長生きのための食生活の秘訣
ﾌｰﾄﾞｱﾅﾘｽﾄ・栄養士 笠井 奈津子
自分の食生活の傾向を意識して頂いてそれからﾏｲﾅｽではなくﾌﾟﾗｽﾜﾝ、良い
ものを足していただくということで、より元気にﾊﾟﾜﾌﾙにお過ごしいただ
ければと願っております
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〈青少年交換学生 Elisa Karine ENCKLE（ｴﾘｰｻﾞ･ｶﾘｰﾇ･ｱﾝｸﾙ）
〉
ENCKLE（ｴﾘｰｻﾞ･ｶﾘｰﾇ･ｱﾝｸﾙ）
Where do I come from？
from？
私はどこからきますか？
【ヨーロッパ】
ヨーロッパ】
ﾖ-ﾛｯﾊﾟは 28 カ国で構成されています。欧州議会には 751 人のﾒﾝﾊﾞ
ｰがいる。それらの 77 人はﾌﾗﾝｽ人です。ﾖｰﾛｯﾊﾟはﾖｰﾛｯﾊﾟに旅行する
ためのﾊﾟｽﾎﾟｰﾄは必要ありません。
【フランス】
フランス】
ﾌﾗﾝｽで人はﾌﾗﾝｽ語を話します。ﾌﾗﾝｽ人の高校生は英語とﾄﾞｲﾂ語とｽﾍﾟｲﾝ語とかｲﾀﾘｱ
語を学校で勉強します。だけど日本語のﾚｯｽﾝのある学校は稀です
ﾌﾗﾝｽは 17 の地域で構成されています。私は Grand Est に住んでいます。以前は
Grand Est に多くの鉱物がありました。しかし、現在すべての鉱山は閉鎖されてい
ます。私は Grand Est のﾒｯﾂ（Metz）に住んでいます。後でﾒｯﾂについて話します
【大統領】
大統領】
ﾌﾗﾝｽの大統領は Emmanuel Macron です。彼はﾌﾗﾝｽの最年少の大統領です。彼は
40 歳です、彼の妻は 63 歳です。Macron 大統領は五年間の任期です。彼が良い大統
領であればいいと私は願います。今はわからないです
【フランスの最も興味深いものは：】
フランスの最も興味深いものは：】
･ﾌﾗﾝｽの料理
ｸﾛﾜｯｻﾝ ﾏｶﾛﾝ ﾌﾗﾝｽﾊﾟﾝ ﾁｰｽﾞ ﾜｲﾝ ｴｽｶﾙｺﾞ
･ﾌﾗﾝｽの歴史
･ﾌﾗﾝｽの文学 ﾎﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
･ﾌﾗﾝｽの美術 ﾓﾈ
【メッツ】
メッツ】
私はﾒｯﾂに住んでいます。ﾒｯﾂには 120,000 人の住人がいる
・ﾒｯﾂﾆの大聖堂 ﾒｯﾂの大聖堂は 1550 年に建てられました。綺麗なｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽの窓
があります
･ﾎﾟﾝﾋﾟﾄﾞｳｰ美術館 ﾎﾟﾝﾋﾟﾄﾞｳｰ美術館は 2010 年に建てられました。この美術館の建
築家は日本人です。彼の名前は坂 茂です
･ﾒｯﾂの駅 ﾒｯﾂの駅は 1906 年に建てられました。駅の建築家はﾄﾞｲﾂ人です.Jurgen
Kroger です ﾒｯﾂの駅は 2017 年のﾌﾗﾝｽの一番きれいな駅です

行事予定
〈クラブ〉
２０１８年
３月 ６日（火）通常例会「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
卓話 青少年交換学生 ｴﾘｰｻﾞ･ｶﾘｰﾇ･ｱﾝｸﾙ
第９回定例理事会 13：40～14：30
１３日（火）通常例会 第４回ｸﾗﾌﾞ協議会
２０日（火）通常例会 報告 PETS 報告 竹永 薫会長ｴﾚｸﾄ
４月 ３日（火）移動例会 観桜会 大和泉の森散策 「うかい亭」会食懇談
１０日（火）通常例会 地区研修協議会報告
１７日（火）合同例会 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
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