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「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
品川 昌義 副会長
横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
落合伸一様 中村昌弘様

横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ(親睦活動委員)

中村 昌弘
落合 伸一
誕生日祝
有本 親子
森
洋
海老名敬子
平林 祐樹
洋
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い 森
｢出席報告｣
(本日)11 月 6 日
出席対象
総数
数
24 名
23 名
（前々回)10 月 9 日
出席対象
総数
数
24 名
23 名

出席数
16 名
出席数
14 名

様
様
会員（１１月１日生）
会員（１１月５日生）
会員（１１月７日生）
会員（１１月２４日生）
会員（１９８３．１１．１１）

出席率
69.57％
出席率
60.87％
1

メークア
ップ
2名
メークア
ップ
9名

計
18 名
計
23 名

修正出席
率
78.26％
修正出席
率
100.00％

「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
11/2 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 千葉 茂会員 前川永久会員 平林祐樹会員
11/3 地区補助金説明会 竹永 薫会長 髙田源太幹事
11/3 地区青少年交換委員会 前川永久会員
「ニコニコＢＯＸ」
中村 昌弘 様（横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
合同例会の PR に来ました。宜しくお願い致します
落合 伸一 様（横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
本日は合同例会の挨拶に来ました。宜しくお願い致します
三役
本日は横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村昌弘様、落合伸一様ようこそおいで下
さいました。合同例会を楽しみにしております。どうぞ宜しくお願い
致します
森
洋会員 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村様、落合様ようこそいらっしゃいました。
誕生日、入会祝いﾀﾞﾌﾞﾙでお祝いを頂き
福嶋義信会員 西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村会員、落合会員ようこそ。
合同例会宜しくお願い致します
御子柴智義会員 お誕生日の皆様おめでとうございます。また森会員入会記念、長年
ご苦労様です。何度か欠席ですみません
石井伸二会員 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村様、落合様 いつもありがとうございます。
今月 11/25 からﾀｲに行きます。ﾊﾞﾅｰを三つ頂いてﾒｰｷｬｯﾌﾟに 3 カ所行
ってきます
伊与田あさ子会員 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村昌弘様、落合伸一様当こそいらっしゃい
ませ。ごゆっくりお過ごしください
森様、入会記念日おめでとうございます。
お誕生日の皆様おめでとうございます
海老名敬子会員 お誕生日を祝って頂いて。
長らく欠席いたしまして申し訳ございません
小菅健史会員 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村様、落合様ようこそいらっしゃいました。ご
ゆっくりなさって下さい
飯倉正俊会員 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村様 落合様ようこそいらっしゃいました。
品川会員 卓話楽しみにしています。宜しくお願い致します
有本親子会員 中村様、落合様お越し頂きありがとうございます。
お誕生日のお祝いを頂きありがとうございます
平林祐樹会員 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中村様、落合様ようこそ！！
又 お誕生日をお祝い頂きありがとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 32,000
32,000 円(累計 165,000
165,000 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
横須賀西 RC
落合伸一様 中村昌弘様
11/26 合同例会のご案内
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お誕生日祝
有本親子 会員
海老名敬子会員
森
洋 会員
平林祐樹 会員

「会長あいさつ」（品川 昌義 副会長）
・明日７日は立冬です。体調管理をして風邪などひかない様にお気を付け下さい
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①「ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝになろう 2018-2019 年新会員の集い」ご案内
日 時 ２０１９年３月２２日（金）PM4：00～３月２３日（土）正午まで
受付 PM3：00～4：00
場 所 ﾛｰｽﾞﾎﾃﾙ横浜 〒231-0023 横浜市中区山下町 77
☎045-681-3311 FAX 045-681-5082
対象者 入会４年未満の新会員／ｸﾗﾌﾞ会長も歓迎
登録料 15,000 円
②ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ開催
日 時 １１月１３日（火）登録：13：30～ 開会：14：00～
場 所 辻堂ｱｲｸﾛｽ湘南 6F
③米山学友会主催「国際交流会」開催
日 時 １１月１８日（日）13：00～16：30
場 所 二宮生涯学習ｾﾝﾀｰ
④会員増強事例ｾﾐﾅｰ開催
日 時 １２月４日（火）15：00～16：55（開場 14：30）
場 所 辻堂ｱｲｸﾛｽ湘南
◎横須賀西・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のご案内
◎次週例会は「ｼﾆｱのための健康講座」のため移動例会となっております。
◎配布 ①「ﾛｰﾀﾘｰの友」１１月号 ②「ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信」
◎回覧 ①ﾊｲﾗｲﾄよねやま 223
②「週報」横須賀ＲＣ・横須賀西ＲＣ・横須賀南西ＲＣ
◎本日例会終了後定例理事会開催
「委員会報告」
【伊与田あさ子地区ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会副委員長
伊与田あさ子地区ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会副委員長】
副委員長】
「2018-19 年新会員の集いのご案内」
・沢山のご参加 宜しくお願い致します
｢スピーチ｣

「ﾛｰﾀﾘｰの友 11 月号紹介」芹澤 達之 雑誌委員長
横 P7P7-15 世界で良いことをしよう ﾛｰﾀﾘｰ財団月間
ﾛｰﾀﾘｰ財団の活動内容を紹介しています
横 P16P16-17 ﾛｰﾀﾘｰ世界平和ﾌｪﾛｰ
世界５大陸から１０人の世界平和ﾌｪﾛｰが来日して第１７期生
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝが、開催されました
横 P18P18-27 ﾎﾟﾘｵ撲滅最新情報
文章だけでなく、ｲﾗｽﾄを用いたことにより、ﾎﾟﾘｵ撲滅活動の最新情報が、大
変分かりやすく紹介されています
縦 P4P4-8 児童虐待の実情
保護されるべき子どもが保護されないでいる日本
ﾛｰﾀﾘｰは、子どもに対して社会的相続を行う組織であってほしいと思いま
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す。ﾛｰﾀﾘｱﾝが介入して子どもたちへ、今までの歴史や文化を伝えていくこと
により、人と人がつながり、豊かになっていってほしいです
縦 9-12 ｸﾗﾌﾞを訪ねて
沖縄で華やかに咲き誇る３代続く女性会長 裏添ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

「会員卓話」品川 昌義 会員
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへの入会を希望し、大畑会長の時に入会させて頂きました。
ﾛｰﾀﾘｱﾝとなってから色々ありましたが、毎日に自信が持てることを嬉
しく思っています

～国際ﾛｰﾀﾘｰ第
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区 2018~2019 年度 地区大会～
地区大会～
【10 月 13 日（土）鎌倉ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ】
日（土）鎌倉ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ】
●会長・幹事会 12：
12：00～
00～14：
14：20
●地区指導者育成ｾﾐﾅｰ 14：
14：00～
00～16：
16：55
「奉仕の理念による実践経営」「奉仕の理念による実践経営」-ｻｰﾊﾞﾝﾄ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを目指してｻｰﾊﾞﾝﾄ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを目指して国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2550 地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 飯村 愼一氏（宇都宮 RC）
●RI 会長代理歓迎晩餐会 17：
17：30～
30～19：
19：30
RI 会長代理
元 RI 理事 第 2760 地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ
齋藤 直美 氏（豊田 RC）

【10 月 14 日（日）茅ヶ崎市民文化会館】
●新世代交流会 9：30～
30～11：
11：00
●本会議 11：
11：30～
30～17：
17：00
●記念講演
RC 初代代表 徐 重仁氏
記念講演「人生の出会い」
講演「人生の出会い」【米山学友】台北東海
【米山学友】
「今日の生活と明日の希望の実現」「今日の生活と明日の希望の実現」-家族の物語が変わるﾛｰﾀﾘｰの支援で家族の物語が変わるﾛｰﾀﾘｰの支援で【財団学友】特定非営利活動法人
AMDA 社会開発機構
【財団学友】
理事長 鈴木 俊介氏
●大懇親会 17：
17：15～
15～18：
18：30（茅ヶ崎市総合体育
30（茅ヶ崎市総合体育館）
（茅ヶ崎市総合体育館）
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行事予定
〈クラブ〉
２０１８年
１１月 ６日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
卓話 品川昌義会員
第５回定例理事会 13：40～14：30
１３日（火）移動例会 ｼﾆｱのための健康講座
２０日（火）振替休会 ２６日（月）合同例会の振替
２６日（月）合同例会 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
１２月 ４日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
卓話
第６回定例理事会 13：40～14：30
１１日（火）通常例会 卓話 ﾛｰﾀﾘｰ財団月間卓話
１８日（火）通常例会 半期報告 三役
２０１９年
１月 １日（火）休
会 祝日
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