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９月 ４日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
竹永
薫 会長
横須賀市文化ｽﾎﾟｰﾂ観光部商業振興課
課長 笠原 利幸 様

ビジター
誕生日祝
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)9 月 4 日
出席対象
総数
数
25 名
25 名
（前々回)8 月 21 日
出席対象
総数
数
25 名
25 名

笠原 利幸 様

出席数
15 名
出席数
18 名

出席率
60.00％
出席率
72.00％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
8/31 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
福嶋義信会員
9/1
地区青少年交換委員会 前川永久会員
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メークア
ップ
3名
メークア
ップ
2名

計
18 名
計
20 名

修正出席
率
72.00％
修正出席
率
80.00％

「ニコニコＢＯＸ」
三役
本日は横須賀市文化ｽﾎﾟｰﾂ観光部課長 笠原利幸様
ようこそお越し頂きました。卓話 宜しくお願い致し
ます。そして三留さん退院おめでとうございます
福嶋義信会員 笠原利幸課長、本日はご多用の中 卓話宜しくお願い
致します
お元気な三留さんとお会い出来、嬉しく思います
小菅健史会員 笠原利幸課長、卓話宜しくお願い致します。
三留さん退院おめでとうございます
前川永久会員 横須賀市文化ｽﾎﾟｰﾂ観光部商業振興課課長 笠原利幸様 本日はお出
で下さりありがとうございます。ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 横須賀市文化ｽﾎﾟｰﾂ観光部商業振興課課長 笠原利幸様ようこそいら
して頂きました。
芹澤委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します
ニコニコＢＯＸの合計は 8,000 円(累計 115,000
115,000 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」
・台風 21 号が心配です。こちらの方は直撃はないですが、風雨が強まるとの事お気
を付け下さい。先週のｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 出席率もよく無事に終わりましたこと感謝
いたします。ありがとうございました
・本日は横須賀市文化ｽﾎﾟｰﾂ観光部課長笠原利幸様の卓話となっております。宜しく
お願い致します
・事務局の三留さん先週入院されており、平林会員に頑張って頂き
ました。ｸﾗﾌﾞよりお見舞いを差し上げたいと思います。
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より 9 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1 ㌦ 112 円です(現行 112 円)
です
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友 9 月号 ②8 月例会出欠表
◎回覧 ①横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとの親睦ｺﾞﾙﾌ大会日程変更のため再度回覧
②西日本豪雨災害募金箱
◎次週例会は横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ野球観戦となっております。
参加される会員の方は 17：30 にｽﾀｼﾞｱﾑ売店前に御集合ください
◎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
◎当ｸﾗﾌﾞでも募金活動を行いましたしずくちゃん、その後拒絶反応もなく順調に回復
しているそうです
「委員会報告」
【会員増強委員会 前川永久委員長より】
前川永久委員長より】
当ｸﾗﾌﾞ会員増強のためのｱﾝｹｰﾄ用紙をお願いしてございます。
御協力宜しくお願い致します
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｢スピーチ｣

「ﾛｰﾀﾘｰの友 9 月号紹介」芹澤 達之 雑誌委員長
横 P7-14

一緒に笑顔
日本国内の子供の貧困・居場所づくり
横組み記事として、日本国内の社会問題にｽﾎﾟｯﾄを充てて

います
横 P15

ﾛｰﾀﾘｰの友月間
ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員の引き継ぎ事項の紹介があり、伊与田あさ子会員
の写真が掲載されています
横 P30 ﾎﾟﾘｵ撲滅活動への感謝
当地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰである小沢一彦ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｱｽ委員会委員が紹介
されています
縦 P4-8 包括的こども食堂
子どもの貧困は世帯の貧困
世帯の貧困は地域の貧困
子どもの貧困にﾃｰﾏを当て、横組、縦組み共に紹介していますので重要な
ﾃｰﾏの一つであると思われます
縦 P13 米山梅吉記念館をﾛｰﾀﾘｰの拠点亥松宮当地区のﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰからの提言が紹介
されています

～おっぱま地域の動向～
「横須賀市文化ｽﾎﾟｰﾂ観光部商業振興課
課長 笠原 利幸 様」
１・横浜 DeNA
DeNA ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ関係
将来のｲﾒｰｼﾞ～Vision～
移転後のｲﾒｰｼﾞ
ﾌｧｰﾑ試合数と横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ来場者の試算
★目標
目標★
目標
・ｽﾎﾟｰﾂﾀｳﾝ横須賀 ⇒追浜をﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾀｳﾝに！
追浜をﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾀｳﾝに！
・地域の皆さんで・DeNA ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞで・関わるすべての人たちで・誰もがﾍﾞｰｽﾎﾞｰ
ﾙと DeNA ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞを身近に感じるまちにつくりあげる！
・ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾀｳﾝ in 追浜⇒街の活気
追浜⇒街の活気
①ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞを感じる街の演出（訪れた人のﾃﾝｼｮﾝを上げる）
ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞを感じる街の演出
ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞがある街並みの演出（ｱｰｹｰﾄﾞ・ﾌﾛｱﾏｰｷﾝｸﾞ・ﾃﾞｶ○○）
試合がある雰囲気の演出（試合日のぼり）
追浜駅の改装
ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ関連ﾒﾆｭｰ
ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ割（試合ﾁｹｯﾄやﾕﾆﾌｫｰﾑ着用）
ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ関連ｸﾞｯｽﾞ（ｸﾞｯｽﾞ・ｵﾘｼﾞﾅﾙﾛｺﾞ・ｷｬﾗｸﾀｰ作成・活用・販売）
②市内ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾌｧﾝの増加 「ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ」「ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ」が、好きになる
③市外ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞﾌｧﾝの流入 ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞﾌｧﾝの目を、足を、追浜に向ける
２・駅前再開発関係
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３・国道３５７号関係
①東京湾岸道路の概要
②八景島～夏島の計画
③道路交通の課題
1・三浦半島の道路ﾈｯﾄﾜｰｸの特徴
2・国道 16 号の渋滞
3・国道 16 号の事故
4.・高さ制限ﾄﾝﾈﾙの存在
5・.災害面での脆弱性
④経済・観光のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ
⑤将来のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ
⑥整備効果

行事予定
〈クラブ〉
２０１８年
９月 ４日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
卓話 横須賀市文化ｽﾎﾟｰﾂ観光商業振興課
課長 笠原 利幸 様
第３回定例理事会 13：40～14：30
１１日（火）夜間例会 移動例会 横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ野球観戦 17：30～
１８日（火）通常例会 卓話 （株）ｼﾞｪｲｺﾑ湘南横須賀局
取締役 横須賀局長 菅野 広和 様
１０月 ２日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
卓話 「硫黄島のお話」前川永久会員 平林祐樹会員
第４回定例理事会 13：40～14：30
９日（火）通常例会 米山奨学ｾﾐﾅｰ報告 竹永 薫会長 髙田源太幹事
卓話 山田秀雄米山奨学委員長
２９日（月）合同例会 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
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