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「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
石井 伸二 会長
青少年交換学生 ｴﾘｰｻﾞ･ｶﾘｰﾇ･ｱﾝｸﾙさん
天野 彰様
天野彰人様
東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 天野
彰 様
東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
天野 彰人 様
入会式
田代
亘 会員（日産自動車（株））
誕生日祝
福嶋 義信 会員（4 月 19 日生）
石井 伸二 会員（4 月 23 日生）
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
鈴木 達治 会員（1994.4.26）
御子柴智義 会員（2001.4. 1）
品川 昌義 会員（2007.4. 1）
片平 修一 会員（2012.4. 1）
山田 秀雄 会員（2012.4. 1）
前川 永久 会員（2014.4.22）
飯倉 正俊 会員（2016.4.19）
平林 祐樹 会員（2017.4.11）
｢出産祝い｣
有本 親子 会員
｢出産祝い｣

入会式
田代 亘会員

誕生日祝
福嶋義信会員

入会記念日祝
平林祐樹 飯倉正俊 品川昌義
御子柴智義 鈴木達治 前川永久 各会員
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｢出席報告｣
(本日)4 月 10 日
出席対象
メークア
修正出席
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
率
25 名
25 名
20 名
80.00％
3名
23 名
92.00％
（前々回)3 月 20 日
出席対象
メークア
修正出席
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
率
25 名
25 名
13 名
52.00％
5名
18 名
72.00％
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
3/22
三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ記念例会 千葉 茂会員 山田秀雄会員
3/25
地区管理運営委員会
小菅健史会員
3/30
東京南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 石井伸二会員 前川永久会員
髙田源太会員
4/8
地区研修協議会
森
洋会員 竹永 薫会員 髙田源太会員 平林祐樹会員
千葉 茂会員 芹澤達之会員 武藤修儀会員 前川永久会員
福嶋義信会員 小菅健史会員 山田秀雄会員 伊与田あさ子会員
御子柴智義会員
「ニコニコＢＯＸ」
天野 彰様（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）
石井会長 山田幹事殿 皆様方ご苦労様です。
あと 2 か月頑張ってください。
今日は息子彰人（東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）を連れてまい
りました。宜しくお願い致します
天野彰人様（東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの天野・息子の方です。横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞさんの
ﾒｰｸｱｯﾌﾟはいつも楽しく参加させて頂いております。
皆様も我々の新米ｸﾗﾌﾞへ遊びに来てください
三役
ｴﾘちゃん、ようこそ。天野 彰様、天野彰人様、今日はありがとうご
ざいます
石井伸二会員 誕生日を祝って頂いてありがとうございます
福嶋義信会員 ７３歳の誕生日を祝って頂きありがとうございます
東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ天野 彰会員、東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ天野彰人
会員ようこそ。田代さん入会おめでとうございます
森
洋会員 東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ天野様、東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ天野様、ようこそ
いらっしゃいました。お時間の許す限りごゆっくりしていって下さい
田代さんご入会おめでとうございます
濱田耕輔会員 鈴木達治会員、有本親子会員に久しぶりにお目にかかれて。
天野様ようこそ。ごゆっくりお過ごしください
鈴木達治会員 入会して２４年になりました。今後とも宜しくお願い致します
御子柴智義会員 天野 彰様、彰人様ようこそ。お久しぶりです
入会を祝って頂きありがとうございます
品川昌義会員 入会記念日を祝って頂いてありがとうございます
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小菅健史会員

天野 彰様、彰人様ようこそおいで下さいました。
田代さん入会おめでとうございます
伊与田あさ子会員 田代 亘様ご入会おめでとうございます。
お誕生日祝い、入会記念祝いの皆様 おめでとうございます。
本日は兄と甥がﾒｰｸｱｯﾌﾟに来てくれました。皆様 どうぞ宜しくお
願い致します
小出純子会員 天野様、ｴﾘｰｻﾞさんようこそ。久しぶりの出席で申し訳ございません。
どうぞ宜しくお願い申し上げます
竹永 薫会員 先日の地区研修協議会参加された皆様ありがとうございました。これ
から次年度の準備が始まりますので宜しくお願い致します。
また本日は天野 彰様、天野彰人様、ｴﾘｰｻﾞさんようこそ
前川永久会員 入会記念日を祝って頂きありがとうございます
平林祐樹会員 天野 彰様、彰人様ようこそ。有本さんおめでとうございます。
また 入会祝いを頂きありがとうございました
有本親子会員 皆様ご無沙汰いたしておりました。しばらくお休みしていましたが無
事に１月２７日に男の子を出産しました。又、例会に参加できるよう
頑張りますので宜しくお願い致します。
福嶋会員 石井会員お誕生日おめでとうございます
飯倉正俊会員 東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ天野 彰様、東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ天野彰人様
ようこそいらっしゃいました。田代亘様入会おめでとうございます。
誕生日入会記念日の方々おめでとうございます。
有本様 ご出産おめでとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 36,000
36,000 円(累計 503,000
503,000 円)
財団ＢＯＸの合計は 13,000 円（累計 96,213 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」
・ﾛｰﾀﾘｰ財団よりﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰﾋﾟﾝ・感謝状が届いております
・有本親子会員にご出産祝いをお渡しいたします。
・ｴﾘｰｻﾞさんにお小遣い５月分をお渡しいたします
・本日午後５：００より追浜駅前にてﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰの募金活動を行います。ご協力宜しく
お願い致します
・次週例会は横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会 次次週は御子柴智義会員の湘南ｱﾌﾀｹｧ
協会で山田秀雄会員の作るｶﾚｰ例会となっております
・2018－19 年度地区役員・委員会委員にご就任の会員の方は宜しくお願い致します
・5 月 29 日（火）東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞﾒｰｸｱｯﾌﾟに伺う予定です。

ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰﾋﾟﾝ受章
御子柴智義 品川昌義 福嶋義信
鈴木達治 小出純子 各会員

出産祝い
有本親子会員
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青少年交換学生
ｴﾘｰｻﾞさん

「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より 2018‐19 年度地区役員・委員会委員ご就任委嘱の件
・森
洋 会員
地区諮問委員会委員／ﾛｰﾀﾘｰ財団監査委員会 委員長
・伊与田あさ子会員
地区ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会 副委員長
・前川永久会員
青少年交換委員会 委員
◎ﾛｰﾀﾘｰ財団よりﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰﾋﾟﾝが下記会員９名の方に贈られました
浅野径子・海老名敬子・小出純子・品川昌義・鈴木達治
芹澤達之・千葉 茂・福嶋義信・御子柴智義 各会員
◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
◎RI 日本事務局より４月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１０４円となります（現行１０８円）
◎本日例会終了後定例理事会開催
◎本日 17：00 より追浜駅前ﾃﾞｯｷにてﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ募金活動を行います
◎次週例会は横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会となっておりますので宜しくお願い致
します。会費１０，０００円は当日集めさせて頂きます
◎箱根ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会場・事務所移転のご案内
★例会場：湯本富士屋ﾎﾃﾙ 〒250-0392 足柄下郡箱根町湯本 256-1
☎ 0460-85-6111
★ﾛｰﾀﾘｰ事務所：☎ 0460-82-5533
★事務所：湯本富士屋ﾎﾃﾙ内 ☎/FAX 0460-82-5533 事務局携帯 090-4373-2810
◎回覧
①５月８日（火）ｶﾚｰ例会出欠回覧
◎配布
①「ﾛｰﾀﾘｰの友」４月号
②２０１７年度地区大会報告書
③ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信４月号
◎次週・次々週例会は移動例会となりますので本日財団 BOX を廻します。御協力宜
しくお願い致します
「委員会報告」
〈福嶋義信会員〉
福嶋義信会員〉
昨年 皆さんの御協力で行った「しずくちゃん募金活動」
その後の状況を報告 4 月 5 日現在

第 2750 地区公共ｲﾒｰｼﾞｺ-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
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本日入会
田代 亘会員
（日産自動車株式会社）

｢スピーチ｣

〈Ｒの友４
〈Ｒの友４月号紹介
友４月号紹介

御子柴 智義 雑誌委員長〉

特集ﾒｰｸｱｯﾌﾟのすすめ
横 P12 国内最大の受け入れ態勢とその役割
東京ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは日本最古にして最大のｸﾗﾌﾞであるため他ｸﾗﾌﾞよ
り大変多くのﾋﾞｼﾞﾀｰが見える。（海外も含めて）
ｸﾗﾌﾞの愛着と積極的なﾒｰｸｱｯﾌﾟ 大阪ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
よねやまだより
横 P2727-29 次の 50 年に向けた記念すべき一歩に
財団設立 50 周年記念式典に約 700 人が参加
米山翁の生きざまに思いをはせて
阿部志郎氏（神奈川県立保健福祉大学・名誉学長）
縦 4 ﾀﾞｳﾝ症の娘と共に生きて
久が原書道教室主宰 金澤泰子

〈国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM〉
IM〉
日 時 ３月３１日（土）開会式・講演 16：
16：30~18：
30~18：20
懇親会
18：
18：30~19：
30~19：50
場 所
ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀
ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ
横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
ﾃｰﾏ
「ｻｯｶｰで見る世界観」
ｻｯｶｰで見る世界観」
ｹﾞｽﾄ
横浜 FC 会長 奥寺 康彦 様
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～ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ募金活動「ﾎﾟﾘｵ撲滅のための」
ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ募金活動「ﾎﾟﾘｵ撲滅のための」～
ﾃﾞｰ募金活動「ﾎﾟﾘｵ撲滅のための」～
4 月 10 日（火）追浜駅前
日（火）追浜駅前 17：
17：00～
00～19：
19：00

行事予定
〈クラブ〉
２０１８年
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「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
第１０回定例理事会 13：40～14：30
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
５月 １日（火）休
会 第６条第１節により
８日（火）移動例会 ｶﾚｰ例会 （社）湘南ｱﾌﾀｹｧ協会
地区研修協議会報告
第１１回定例理事会 13：40～14：30
１５日（火）通常例会 会員卓話 前島 豊会員
「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
２２日（火）通常例会 第５回ｸﾗﾌﾞ協議会（次年度の為の）
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