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「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
竹永
薫 会長
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
会 長 佐竹 靖幸
幹 事 中田 勇一
青少年交換学生

様
様

竹永 薫会長
品川昌義副会長
髙田源太幹事

ｴﾘｰｻﾞ･ｶﾘｰﾇ･ｱﾝｸﾙさん
ビジター
誕生日祝

伊与田あさ子会員（７月 ６日生）
鈴木 達治 会員（７月 ９日生）
千葉
茂 会員（７月１９日生）
入会記念日のお祝い
茂 会員（1995.7.1）
入会記念日のお祝い 千葉
芹澤 達之 会員（1998.7.8）
海老名敬子 会員（2005.7.5）

横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
中田勇一様
佐竹靖幸様

青少年交換学生
ｴﾘｰｻﾞさんと前川ｶｳﾝｾﾗｰ

｢出席報告｣
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お誕生日祝い
伊与田あさ子会員
千葉 茂会員

(本日)7 月 3 日
出席対象
総数
数
25 名
25 名
（前々回)6 月 12 日
出席対象
総数
数
25 名
25 名

出席数
20 名
出席数
16 名

出席率
80.00％
出席率
64.00％

メークア
ップ
2名
メークア
ップ
4名

計
22 名
計
20 名

修正出席
率
88.00％
修正出席
率
80.00％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
6/18 地区諮問委員会
森
洋会員
7/1
ﾛｰﾀﾘｰの友合同会議 伊与田あさ子
7/2
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 竹永 薫会長 髙田源太幹事
出席報告
武藤 修儀会員

「ニコニコＢＯＸ」
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 佐竹靖幸様
今年も宜しくお願い致します
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ幹事 中田勇一様
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ幹事 中田勇一です。本年度も宜
しくお願い致します。我がｸﾗﾌﾞ会員数の減少に歯止め
がかかりませんが、奉仕活動には積極的に行っており
ﾆｺﾆｺ報告
ます
平林祐樹会員
三役
いよいよ本日より２０１８-１９年度体制が始まります。
三役一同 なにとぞ宜しくお願い致します。
また本日は、横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ佐竹会長、並びに中田幹事ようこそ
お出で下さいました。どうぞおくつろぎ下さい。
ｴﾘｰｻﾞさん一年間お疲れ様でした。さびしくなります。また日本に遊
びに来て下さいね
森
洋会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 幹事の皆様､ｴﾘｰｻﾞ青少年交換学生ようこそ
いらっしゃいました。
新年度です。石井内閣お疲れ様でした。竹永年度 頑張ってください。
濱田耕輔会員 竹永会長、品川副会長、髙田幹事一年間どうぞ宜しくお願い致します
福嶋義信会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様ようこそ。本年も宜しくお願いします
竹永会長のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮されます事 期待しております
石井伸二会員 昨年はお世話になりました。竹永会長、品川副会長、髙田幹事一年間
宜しくお願いします。
ｴﾘｰｻﾞさん一年間楽しかったですか？また遊びに来てください
芹澤達之会員 入会記念をお祝いして下さいましてありがとうございます
竹永内閣発足おめでとうございます。一年間宜しくお願い致します
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ佐竹会長、中田幹事ようこそお出で下さいました
御子柴智義会員 竹永会長一年間ご苦労様です。副会長 品川さん 幹事 髙田さん
御世話になります
伊与田会員 千葉 茂会員 お誕生日おめでとうございます
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千葉

茂会員 竹永会長、品川副会長 髙田幹事一年間どうぞ宜しくお願い致します。
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ佐竹会長、中田幹事ようこそお出で下さいました。
今年度も宜しくお願い致します。
交換留学生のｴﾘちゃんようこそ。早い一年でしたね。ｴﾘちゃんの努力
に敬意を表します。
入会祝い・誕生日祝いありがとうございます
小菅健史会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ佐竹会長、中田幹事ようこそお出で下さいました。
ごゆっくりなさってください。
竹永会長、品川副会長、髙田幹事 一年間宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ佐竹会長、中田幹事ようこそいらっしゃいま
せ。本年度も宜しくお願い致します。
ｴﾘちゃん一年間楽しかったです。いつまでも横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞのこ
と忘れないでいてください。
お誕生日を祝って頂きありがとうございます
浅野径子会員 竹永会長、品川副会長、髙田幹事一年間宜しくお願い致します。
ｴﾘｰｻﾞさんどうぞお元気で
小出純子会員 新しい年度のｽﾀｰﾄの時、皆様どうぞ宜しくお願い申し上げます
前川永久会員 竹永会長初め三役の皆様、一年間宜しくお願い致します。
ｴﾘちゃん一年間楽しい時間を有難う
飯倉正俊会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ佐竹会長、中田幹事ようこそいらっしゃいました。
新年度三役の皆さん一年間宜しくお願い致します。
ｴﾘｰｻﾞさんお元気で
有本親子会員 ｴﾘｰｻﾞさん短い間でしたがｴﾘｰｻﾞさんの笑顔にとても癒されました。
お元気で、そしてご活躍ください
ニコニコＢＯＸの合計は 42,000
42,000 円(累計 42,000
42,000 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」
・いよいよ新年度がはじまりました。後ほどご挨拶をさせて頂きます
が一年間宜しくお願い申し上げます
「幹事報告」
◎ 2018 年度上半期人頭分担金のお願いが届いております。
地区資金の内訳
a．本 会 計（上半期分） 7,850 円（年額 15,700 円）
・米山記念館維持費を含む
b．事業会計（上半期分） 4,150 円（年額 8,300 円）・新世代分担金
c．特別会計（大会分担金 8,000 円
計
20,000 円
◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のご案内受領
◎配布 ①「内向き」と「外向き」わかりやすい職業奉仕（地区職業奉仕委員会）
②２０１８～２０１９年度 ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書（横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
③２０１７～２０１８年度 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM 報告書（横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
④ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会員証
⑤ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信
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◎回覧

①横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ「早朝移動例会・親睦ｺﾞﾙﾌ」回覧
②横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ「ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書」
◎７月２日付で第１期会費のご請求をさせて頂きましたのでよろしくお取り計らい
の程お願い申し上げます
◎本日例会終了後 定例理事会がございます。関係理事の方は宜しくお願い致します

「委員会報告」
「委員会報告」

伊与田あさ子会員
2017 年度ﾛｰﾀﾘｰの友
地区代表委員終了の
感謝状授与

前島 豊会員
大谷 ｶﾞ ﾊﾞ ﾅ -年度 入
会のﾊﾞｯｼﾞ贈呈

横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
会長、佐竹靖幸様

横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
幹事 中田勇一様

｢スピーチ｣

～新年度三役挨拶～
新年度三役挨拶～
【竹永
薫 会 長】
一年間宜しくお願い致します。お願い事項として
・「ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書」は例会時にご持参ください
・委員会の活動として一年に一回 委員会担当例会を設けました。
自由な発想で活動して頂き 楽しい例会開催をお願いいたします。
三役としても御協力いたします
・会員増強の意識をお持ちいただき、新たなお知り合いにお声掛けして頂きたい
【品川 昌義 副会長】
２０１８-２０１９年度副会長を務めます品川昌義です。７５歳です
私は、東京中央区で子供の時からﾛｰﾀﾘｰの会員が多いところで育ち、い
つかﾛｰﾀﾘｱﾝになりたいと思い、この横須賀北ｸﾗﾌﾞの門徒をたたきまし
た。第４８代大畑会長に入会をお願いしました。条件として「指名さ
れた委員は必ず受ける事」入会４年目で会長も務めました。
副会長として竹永会長より指名され頑張るぞと。
そして竹永会長、髙田幹事と三役として頑張っていきますので宜しくお願い致します
【髙田 源太 幹 事】
２０１８-２０１９年度幹事を務めることになりました。
ﾛｰﾀﾘｰ歴３年ですのでまだまだ理解できていないところが多々ありま
すが諸先輩方にご指導いただき、一年間楽しく過ごせるよう精一杯頑
張りたいと思いますので宜しくお願い致します。
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～ ｴﾘｰｻﾞ･ｶﾘｰﾇ･ｱﾝｸﾙさん 送別の会～
①ｴﾘｰｻﾞさんの一年間を写真で
８/２０（日）羽田空港到着・例会出席・地区行事への参加・野球観戦・北ｸﾗﾌﾞ会員
家族とのふれ合い・・・・・・
②前川永久ｶｳﾝｾﾗｰより一言
昨年の８月よりｶｳﾝｾﾗｰを引き受けました。羽田空港へお迎えに行きましたが自分
は英語が出来ないためお互いに言葉が通じなくて話はあまりできませんでした。
ｴﾘちゃんも学校で交流が出来ないので淋しい日々が続きました。
文化祭をきっかけに楽しくなり、今では日本語も上手に話せるようになりました。
ｴﾘちゃん楽しい時間をありがとうございました
③ｴﾘｰｻﾞさんより
ﾛｰﾀﾘｰの皆さんありがとうございました
④記念品を贈呈
⑤石井伸二ﾊﾟｽﾄ会長
ｴﾘｰｻﾞさんは１５歳で日本に来て現在１６歳になりました。一年間よく頑張りまし
た。ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰにも恵まれ、ｶｳﾝｾﾗｰの前川会員、新世代委員の髙田会員がとてもよくお
世話して下さった。帰国まであと少しですが体に気を付けて楽しんで下さい。
ﾌﾗﾝｽに帰っても日本のこと横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆さんのこと忘れないでくださいね
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行事予定
〈クラブ〉
２０１８年
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
８月 ７日（火）通常例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
第２回定例理事会 13：40～14：30
１４日（火）休
会 定款第６条第１節による
２１日（火）通常例会 会員増強担当例会
２８日（火）通常例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 第２７８０地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 脇
第１回ｸﾗﾌﾞ協議会
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加藤元章様

洋一郎様

