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２０１８年 ５月 ８日『火曜日』横須賀北ＲＣ
移動例会（ｶﾚｰ例会）（湘南ｱﾌﾀｹｧ協会）
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「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
天野 彰様
清水 明様
石井 伸二 会長
清水
明 様（ｱﾄﾘｴ･ﾌｫｱ･ｴｲ）
天野
彰 様（東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
天野 彰人 様（東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
誕生日祝
前川 永久 会員（５月３０日生）
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い 小出 純子 会員（２０１１．５.１０）
｢出席報告｣
(本日)5 月 8 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
25 名
25 名
22 名
88.00％
1名
23 名
（前々回)4 月 10 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
25 名
25 名
20 名
80.00％
3名
23 名
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
5/1 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐拡大会議
伊与田あさ子会員
5/5 青少年交換ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 前川永久会員 髙田源太会員
5/7 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会
石井伸二会長 千葉 茂副会長
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天野彰人様

修正出席
率
92.00％
修正出席
率
92.00％

「ニコニコＢＯＸ」
天野 彰様（東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
本日は私共が設計と監理を担当させて頂きましたｱﾌﾀｹｧｰさ
んにようこそ。ご案内に担当の清水（当社ｽﾀｯﾌ）を連れてま
いりました。何なりとご質問を。
何と本日は６年前の今日、御子柴さんと初めてお逢いした日です。（ﾒｰｸｱｯﾌﾟ
した日）私共 世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの故大山利夫さんとご一緒でした。
天野彰人様（東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
本日は御子柴様の御好意による湘南ｱﾌﾀｹｧさんでのｶﾚｰ例会、大変楽しみにし
ておりました。皆様 ぜひお料理自慢の東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにもお越し下さい
三役
皆様 移動例会に御出席頂きまして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 彰様 東京山王ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ天野彰人様
ｱﾄﾘｴ･ﾌｫｱ･ｴｲ清水様ようこそいらっしゃいました。
前川会員 お誕生日おめでとうございます。
小出会員 入会記念おめでとうございます
福嶋義信会員 山田幹事のｶﾚｰ楽しみです。天野 彰会員、天野彰人会員ようこそ
御子柴会員 お世話になります
御子柴智義会員 山田さん今日は大変ありがとうございます。
前川さん お誕生日おめでとうございます
品川昌義会員 山田幹事の御好意でｶﾚｰﾗｲｽを食す例会大変楽しみです。
ｹﾞｽﾄの清水明様 ﾋﾞｼﾞﾀｰ天野 彰様 天野彰人様よくお出で下さい
ました。ごゆっくりお過ごしください
芹澤達之会員 山田様、湘南ｱﾌﾀｹｧ協会の皆様、本日は大変お世話になります
小菅健史会員 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。山田さん、御子柴さん 本日はお世話
になります。前川さんお誕生日おめでとうございます
竹永 薫会員 本日は移動例会ということで湘南ｱﾌﾀｹｧ協会の皆様には大変お世話に
なります。山田幹事のｶﾚｰ、楽しみに来ました。
ありがとうございます
伊与田あさ子会員 山田幹事、本日はｶﾚｰご馳走になります。兄と甥が本日もﾒｰｷｬｯﾌﾟ
にお伺いします。宜しくお願い致します
前川永久会員 山田幹事 本日はありがとうございます。
誕生日祝いをして頂きありがとうございます
浅野径子会員 本日は湘南ｱﾌﾀｹｧ協会様で山田会員のｶﾚｰをご馳走になるのを楽しみ
に参りました。ありがとうございます
小出純子会員 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
ｱﾄﾘｴ･ﾌｫｱ･ｴｲの清水様ようこそ！
湘南ｱﾌﾀｹｧ協会の皆様、本日はおじゃま致します。
又 入会祝いをして頂きありがとうございます
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
ｱﾄﾘｴ･ﾌｫｱ･ｴｲの清水様ようこそいらっしゃいました。
前川会員 お誕生日おめでとうございます。
小出会員 入会記念おめでとうございます
前島 豊会員 湘南ｱﾌﾀｹｧ協会の皆様、山田様ありがとうございます
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ニコニコＢＯＸの合計は 25,000
25,000 円(累計 528,000
528,000 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
前川永久会員

入会記念祝
小出純子会員

ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ受章
千葉 茂会員
海老名敬子会員
浅野径子会員

「会長あいさつ」
・本日は御子柴会員の湘南ｱﾌﾀｹｧ協会さんに場所をお借りし、山田会員の手作りｶﾚｰで
例会を開催することになりました。大変有難うございます
又 多くの会員さんに御出席頂きまして有難うございます
・５月２９日（火）に東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにﾒｰｷｬｯﾌﾟに伺う予定です。伊与田会員、
御子柴会員もご一緒の予定です。どなたかご一緒に行かれる方がいらっしゃいまし
たらご連絡ください
・前回の例会でもご報告いたしましたが、日産の菅会員が３月末で退職され、後任に
総務部長の田代 亘会員が入会されました
・６月５日（火）例会に原いづみ会長、田代 亘晴香 宮本清志 AG が来会します
かながわﾛｰﾀﾘｰ E ｸﾗﾌﾞが第１ｸﾞﾙｰﾌﾟから第３ｸﾞﾙｰﾌﾟに代わることになりそのご挨拶
にみえます
・７月３日（火）通常例会でｴﾘｰｻﾞさんの送別会を行います
６月１５日からﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰが現浅葉さん宅より矢島さん宅に代わります
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より５月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１０８円（現行１０４円）です
◎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・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより
例会のお知らせ受領
◎２０１８年度第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会のお知らせ
日 時 ５月１１日（金）１８：３０～
場 所 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
◎回覧 ①ﾊｲﾗｲﾄよねやま 217
②横須賀西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週報
◎本日例会終了後５月定例理事会を開催
｢スピーチ｣

【地区研修協議会の報告】
地区研修協議会の報告】
日 時 ２０１８年４月８日（日）
場 所 神奈川県立保健福祉大学
【会長部門】竹永
【会長部門】竹永 薫 次年度会長
次年度会長
・ｶﾞﾊﾞﾅｰの今年度方針
・会員増強についての必要性
・各ｸﾗﾌﾞの取り組み 会員の皆さんが意識の中にあることが大事
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【幹事部門】髙田源太
【幹事部門】髙田源太 次年度幹事
次年度幹事
・幹事の役割について勉強してきましたが、初めてのことですの
で皆様にご指導頂きながら務めていきたいと思いますので宜
しくお願い致します
【ｸﾗﾌﾞ管理運営部門】平林祐樹
【ｸﾗﾌﾞ管理運営部門】平林祐樹 次年度ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長
・この部門はﾘｰﾀﾞｰが当ｸﾗﾌﾞの森会員の委員会でした
多くの質問に明確にお答えしている森ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰと同じｸﾗﾌﾞに
在籍しているということに恵まれた環境にあるということを痛
感いたしました
【社会・国際奉仕部門】飯倉正俊
【社会・国際奉仕部門】飯倉正俊 次年度社会・国際奉仕委員長
◎ﾘｰﾀﾞｰ 佐野ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ
・ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝとは、「やる気を起こす」
・ﾎﾟﾘｵ撲滅に関するﾛｰﾀﾘｰの活動について
◎ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 濱田まり子（鎌倉 RC）現社会・国際奉仕委員長
・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの具体的な例の紹介がありました
～例 会 風 景～
理事・施設長
加藤様

ｶﾚｰを作って
頂いた
山田秀雄幹事

お手伝い頂いた
管理栄養士の
方々

ｶﾚｰ（ｽﾊﾟｲｽ 21 種）
ｽﾅｯﾌﾟえんどうの
ｻﾗﾀﾞ
甘夏のｾﾞﾘｰ

行事予定
〈クラブ〉
２０１８年
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 「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
第５回ｸﾗﾌﾞ協議会（次年度の為の）
２２日（火）通常例会 会員卓話 前島 豊会員
６月 ５日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 御子柴智義 雑誌委員長
卓話 ASABA ART SQUARE 主宰 浅葉和子様
第１２回定例理事会 13：40～14：30
１２日（火）夜間例会 移動例会 新会員歓迎会「煌蘭」18：00～
１９日（火）通常例会 退任三役挨拶
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