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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 AG
浅葉和子様
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
宮本 清志 様
ASABA ART SQUARE 主宰
浅葉 和子 様
青少年交換学生
Elisa Karine ENCKLE さん
ｴﾘｰｻﾞさん
ビジター
横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
新倉 定治 様
横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 次年度会長
長島 澄雄 様
横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 次年度青少年奉仕委員長
桐ケ谷主税 様
かながわ 2780RE ｸﾗﾌﾞ 会 長
原
いづみ 様
長島澄雄様 桐ケ谷主税様
かながわ 2780RE ｸﾗﾌﾞ 副会長
田代 晴香 様
誕生日祝
山田 秀雄 会員（6 月 4 日生）
田代
亘 会員（6 月 10 日生）
髙田 源太 会員（6 月 14 日生）
片平 修一 会員（6 月 27 日生）
入会記念日のお祝い
髙田 源太 会員（2016 年 6 月 7 日） 原いづみ様 田代晴香様
入会記念日のお祝い
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｢出席報告｣
(本日)6 月 5 日
出席対象
総数
数
25 名
25 名
（前々回)5 月 15 日
出席対象
総数
数
25 名
25 名

出席数
19 名
出席数
16 名

出席率
76.00％
出席率
64.00％

メークア
ップ
2名
メークア
ップ
5名

計
21 名
計
21 名

修正出席
率
84.00％
修正出席
率
84.00％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
5/24 川﨑ﾏﾘｰﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 石井伸二会長
5/26 地区新会員の集い
小菅健史会員
5/29 東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 石井伸二会長 御子柴智義会員
伊与田あさ子会員

「ニコニコＢＯＸ」
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
本日はお世話になります。一年間ありがとうございま
した
新倉定治様（横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
久しぶりにお邪魔致します。宜しく
長島澄雄様（横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
石井会長はじめ北ｸﾗﾌﾞの皆様、本日は宜しくお願い致します。
浅葉様 ｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしております。森 PG いつもありがとうござい
ます。福嶋様、お世話になりありがとうございました
桐ケ谷主税様（横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
いつも会世話になっております。本日は浅葉和子さんのｽﾋﾟｰりを危機
に来ました。楽しみです
原いづみ様。田代晴香様（かながわ 2780RE ｸﾗﾌﾞ）
本日はｸﾞﾙｰﾌﾟ移籍前のご挨拶に伺わせて頂きました。宜しくお願い致
します
三役
宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、浅葉様、ｴﾘｰｻﾞ･ｶﾘｰﾇ･ｱﾝｸﾙさんようこそいらっしゃ
いました。また本日は多数ﾋﾞｼﾞﾀｰをお迎えして。
ごゆっくりしていって下さい
福嶋義信会員 ﾋﾞｼﾞﾀｰの皆様ようこそ。浅葉和子様卓話宜しくお願い致します
山田秀雄会員 誕生日を祝って頂きありがとうございます
御子柴智義会員 宮本様、浅葉様、本日は宜しくご指導をお願い申し上げます。
山田会員、高田会員 お誕生日おめでとうございます
伊与田あさ子会員 浅葉様、お話楽しみです。宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐一年間ご苦労様でした。
長島様、新倉様、桐ケ谷様、原様、田代様ようこそ
小菅健史会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそお越し頂きました。
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竹永

薫会員

髙田源太会員

浅葉様 ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
本日は多くのﾋﾞｼﾞﾀｰの皆様ようこそいらっしゃいました。
浅葉和子様 卓話宜しくお願い致します
本日は多くのｹﾞｽﾄ、ﾋﾞｼﾞﾀｰの皆様ようこそいらっしゃいました。
浅葉和子様 卓話宜しくお願い致します。
お誕生日・入会記念日を祝って頂きましてありがとうございました

ニコニコＢＯＸの合計は 28,000
28,000 円(累計 567,000
567,000 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」
・本日は多くのｹﾞｽﾄをはじめﾋﾞｼﾞﾀｰの方々においで頂きましてありがとうございます。
浅葉様には後ほど卓話を宜しくお願い致します。
・宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐には一年間ありがとうございました。
・次年度より第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟへ移籍されるかながわ 2780RE ｸﾗﾌﾞの原会長・田代副会長
本日はようこそ。
「幹事報告」
◎米山学友会主催｢ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣のお知らせ
日 時 ７月 ８日（日）１１：００集合～１６：００現地解散
場 所 片瀬海岸東浜清掃～海の家「BOND」にてﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰと懇親
会 費 ３，０００円
◎横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
◎回覧
①平塚北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
②社協 おっぱま（追浜行政ｾﾝﾀｰの館長が代わりました）
◎配布
①ﾛｰﾀﾘｰの友６月号
②５月分出席表
「委員会報告」
｢スピーチ｣

〈Ｒの友６月号紹介
〈Ｒの友６月号紹介

御子柴 智義 雑誌委員長〉

横 P8P8-11 全国の植樹活動
１人１本の木を植えよう第 2780 地区津久井中央ＲＣ
横 P12 平和の木に思いを乗せて
福島県喜多方市で弘合間・被爆樹木を植樹
横 P22 米山記念奨学事業 50 年のあゆみ 2010 年代
横 P24 米山梅吉は本年生誕 150 年を迎えました
横 P26 私の米山梅吉
一生の好運 神崎正陳 （茅ヶ崎湘南 RC）
縦 P9 益子の土壌は陶器にもよし、外から来た人にもよし
意外に新しい益子焼の歴史
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～アメリカ先住民族からの学び”
アメリカ先住民族からの学び”～
ASABA ART SQUARE 主宰

浅葉 和子 様

私は子どものﾃﾞｻﾞｲﾝ教室を始めて今年で５０年目になります。
１９６８年にｽﾀｰﾄし、時代の変遷と共に子ども達の社会環境も著し
く変わっていきました。
１９７０年代〜８０年代にかけて６０年代の高度成長期のあお
りを受けて家庭内暴力，いじめ、自殺、不登校などなど、子どもの
社会問題が急激に出て来ました。何かしなくてはならないとあせりを感じていた時に
１枚の絵に出会いました。その絵はﾅﾊﾞﾎｲﾝﾃﾞｨｱﾝの描いた絵で、砂漠の地平線にたっ
ている毛布を冠った女性の後姿の絵でした。その絵から受けた平和な安らかさを求め
て，ｱﾒﾘｶ･ﾆｭｰﾒｷｼｺ州の北ﾌﾟｴﾌﾞﾛ族の地に行き３年間、ﾈｲﾃｨﾌﾞｱﾒﾘｶﾝの文化を学ぶ機会
に恵まれました。彼らの生き方の中で何より感動したことは、自然との共存を大切に
し、常に先人たちの知恵を学び，伝統を受け継ぎ、自分たちの文化に誇りを持って生
きていることでした。
１９９５年に帰国後，金沢文庫芸術祭を立ち上げ，ｱｰﾄを通して先人たちの生き方
を学ぶ場として先住民族広場を開きました。今年は教室の５０年目のｽﾀｰﾄとして、先
人たちの知恵を学ぶ場、”
”７Generattion House" を開くことを計画しています。
金沢文庫という文化の地で、先人たちの知恵を学び、今に活かし、未来の子どもた
ちに伝えて行くことを目指して行きたいと思います。

行事予定
〈クラブ〉
２０１８年
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
７月 ３日（火）通常例会 新年度三役挨拶
ｴﾘｰｻﾞさん送別会
第１回定例理事会 13：40～14：30
１０日（火）通常例会「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
２０１７年度会計報告 濱田耕輔会計
新会員卓話 武藤 修儀会員
１７日（火）振替休会 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会（7/19）の振替
１９日（木）合同例会 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会 横須賀商工会議所
ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
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