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７月 １０日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「我らの生業」
竹永
薫 会長

東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
天野
彰 様
横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
東京世田谷南 RC
八巻 敏博 様
天野 彰 様
誕生日祝
鈴木 達治 会員（７月９日生）
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)7 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
14 名
56.00％
3名
17 名
（前々回)6 月 19 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
13 名
52.00％
5名
18 名
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
7/5 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 福嶋義信会員
7/7 来日学生歓送会及び派遣学生結団式 前川永久会員 髙田源太会員
7/9 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会 竹永 薫会長 髙田源太幹事
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横須賀 RC
八巻 敏博 様

修正出席
率
68.00％
修正出席
率
72.00％

「ニコニコＢＯＸ」
天野 彰様 天野 彰人様（東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
竹永会長、髙田幹事の W・T 丸の出航を祝して
皆様今後ともよろしく。
息子 彰人と角川書店より新しい本を出しました。
「５０代からのﾘﾌｫｰﾑ」です。宜しくご愛読の程
八巻 敏博 様（横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
一年間青少年交換学生ｴﾘｰｻﾞをお預かり頂きありがとうございました
三役
東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 天野様 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ八巻様 当ｸﾗﾌﾞ
例会にﾒｰｷｬｯﾌﾟ頂きありがとうございます。
どうぞおくつろぎください。本日もどうぞ宜しくお願い致します
鈴木達治会員 誕生日を祝って頂いてありがとうございます
濱田耕輔会員 天野彰様並びに八巻会員をお迎えして。ごゆっくりお過ごしください
石井伸二会員 天野さん今日はありがとうございます。
八巻さん朝早くからｴﾘｰｻﾞ羽田お見送りありがとうございます。
ｴﾘｰｻﾞが無事に帰国しました。御協力ありがとうございました
小菅健史会員 天野さん八巻さんようこそおいで頂きました。
武藤 修儀会員卓話楽しみにしています
伊与田あさ子会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ八巻敏博様、東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ天野 彰様
ようこそいらっしゃいませ
山田秀雄会員 ご無沙汰しております。新三役の方々一年間宜しくお願い致します
前川永久会員 東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ天野様、横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ八巻様ようこそおい
で下さいました。武藤 修儀会員ｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしています
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 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ八巻敏博様
ようこそいらっしゃいました。武藤さん卓話楽しみにしています
ニコニコＢＯＸの合計は 18,000
18,000 円(累計 60,000
60,000 円)
財団 BOX の合計は 6,388 円（累計 6,388 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
鈴木達治会員

青少年交換学生ﾎｽﾄ
ｸﾗﾌﾞへ感謝状授与

前年度幹事
山田秀雄会員

ﾆｺﾆｺ報告
武藤修儀 副 SAA

天野 彰様より
出版本「50 代からのﾘﾌｫｰﾑ」
のご紹介
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出席報告
平林祐樹会員

八巻敏博様より
一年間ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞとして
のお礼

「会長あいさつ」
・本格的な暑さになってきました。熱中症にお気を付け下さい
・ｴﾘｰｻﾞさん帰国ということで石井前会長、前川ｶｳﾝｾﾗｰ、高田幹事と私それに地区の
青少年交換委員の八巻さんもご一緒に羽田まで行って参りました。
・今回の西日本の大災害にあたりまして当ｸﾗﾌﾞも募金活動をしたいと思います。
７月２０日（金）１８時より２０時まで追浜駅前ﾃﾞｯｷにて
ご協力頂ける会員の方は宜しくお願い致します
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より７月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１１０円
◎米山記念奨学会より２０１８年度上期普通寄付金のお願い受領
◎横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
◎次週７月１９日（木）は第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会
◎次週７月１９日（木）は第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会となっております。
７月１９日（木）は第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会となっております。１７日（火）例会
となっております。
の振替となりますのでお間違えの無いよう宜しくお願い致します
つきましては本日財団 BOX を廻します。御協力宜しくお願い致します
◎７月１５日（日）はおっぱままつり
７月１５日（日）はおっぱままつりが開催されます。当ｸﾗﾌﾞは例年通り銀座商店街
７月１５日（日）はおっぱままつり
でのかき氷販売のお手伝いを致します。御協力頂ける会員の方は当日１０：３０
当日１０：３０に
当日１０：３０
ZAP（ﾊﾟﾁﾝｺ店）
ZAP（ﾊﾟﾁﾝｺ店）前に御集合ください
（ﾊﾟﾁﾝｺ店）
◎回覧 ①横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより「ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書」「週報」
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友 7 月号
◎３日にお配りした「委員会活動計画書」年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに訂正追加をお願い致します
●横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
日時変更 １０月１５日（月）⇒１０月２９日（月）
「委員会報告」
｢スピーチ｣

【ﾛｰﾀﾘｰの友７月号紹介 芹澤 達之 雑誌委員長】
本年度雑誌委員長を仰せつかりました芹澤です。一年間宜しくお願
い致します
横 P7 RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ ﾊﾞﾘｰ・ﾗｼﾝ RI 会長
横 P10-21 RI 会長紹介
今年度ﾃｰﾏである｢ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝになろう｣について
横 P22-39 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰご夫妻の紹介
縦 4－8 音楽教育は人間教育
藤重佳久教授による「音楽」を通して教育の原理を再確認された経験等、
音楽、教育のみならず、人生観が参考になりました
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【２０１７~
【２０１７~１８年度収支決算報告
１８年度収支決算報告 濱田 耕輔 会計】
濱田耕輔会計より「2017～2018 年度収支決算報告について資料に
基づき詳細なご説明があり、例会にて承認されました。

【新会員卓話 武藤 修儀 会員】
本年の３月より入会させて頂きました。宜しくお願い致します
・祖父の代で始めたお米を中心とした商店からｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｢ｾﾌﾞﾝｲ
ﾚﾌﾞﾝ」へとした経緯
・本部の商品開発・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝにより当初から比べると内容の向上が見
られる
＜検討課題＞
・余った品物の処理方法
・高齢化による商品配達要望の増加
横須賀青年会議所団体でお手伝いをしていますが・・・
・会員の減少
・２０代~４０代会員確保
・如何に４年の短い中で目的を持った参画を成すか
・退会をなくすためには？
団体組織としての共通の課題と思っています。

～例 会 風 景～
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