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１８日『火曜日』横須賀北ＲＣ

点 鐘
合 唱
「横須賀北ロータリークラブの歌」
司 会
竹永
薫 会長
ゲスト
ビジター
新倉 定治 様（横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
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)12 月 18 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
24 名
23 名
15 名
65.22％
4名
（前々回)12 月 4 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
24 名
23 名
13 名
56.52％
5名
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
12/13 三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
12/13 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会
12/14 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

竹永 薫会長 髙田源太幹事
竹永 薫会長 髙田源太幹事
伊与田あさ子会員
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新倉 定治様

計
19 名
計
18 名

修正出席
率
82.61％
修正出席
率
78.26％

「ニコニコＢＯＸ」
新倉定治様（横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
御世話になります
三役
横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉定治様ようこそお出で下さい
ました。本日は三役より上半期の報告をさせて頂き
ます。どうぞ宜しくお願い致します
森
洋会員 竹永内閣半期お疲れ様でした。来年も宜しく。新倉さんようこそいら
っしゃいました。お時間の許す限りごゆっくりしていって下さい
福嶋義信会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉さんようこそ。三役の皆さん半期素晴らしい例
会をありがとうございました。後半も宜しくお願い致します
御子柴智義会員 本年一年お世話になりました。皆様良いお年をお迎えください
千葉 茂会員 竹永会長、品川副会長、髙田幹事半年間ご苦労様でした。また新年宜
しくお願い致します。横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉さんようこそいらっしゃ
いました。どうぞごゆっくり。
小菅健史会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉さんようこそいらっしゃいました
前川永久会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉さんようこそお出で下さいました。
竹永会長はじめ三役の皆様半年間お疲れ様でした。来年も宜しくお願
い致します
飯倉正俊会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉さんようこそいらして頂きました。
三役の方上半期報告 宜しくお願い致します
ニコニコＢＯＸの合計は 12,000
12,000 円(累計 233,000
233,000 円)
財団ＢＯＸの合計は 9,626 円（累計 49,077 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」
・今日が今年最後の例会になります。後ほど半期報告ということで
改めてお話させて頂きます。
・今年の「災」という字が表す通り、７月の豪雨災害 その節は募
金活動に御協力ありがとうございました。その直後に北海道地震、
全国各地の台風被害、大阪の地震 本当に災害の多い年でした。
・暖冬ですが、朝晩の寒暖の差が激しい毎日が続きます。お身体には
充分気を付けてください
「幹事報告」
◎第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会のご案内
日 時 １月１５日（月）１８：３０～
場 所 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・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
◎回覧 ①ﾊｲﾗｲﾄよねやま２２５ ②新年家族会出欠
③横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
◎本日は１２月最終例会ですので財団 BOX を廻します。
御協力宜しくお願い致します
◎２０１９年度は１月８日（火）１２：３０～ 第１例会となっております。
◎３月２５日（月）～２６日（火）に一泊の観桜会を企画しております。
場所は伊香保温泉です。多くの方のご参加を宜しくお願い致します
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◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所年末年始休み 2018 年 12 月 26 日～2019 年 1 月 4 日
横須賀北 RC 事務局〃
2018 年 12 月 26 日～2019 年 1 月 4 日
｢スピーチ｣
～三役半期報告～
三役半期報告～
【髙田
【髙田 源太 幹 事】
おはようございます。
最近は、年の瀬も相まって仕事に飲み会、ｽﾎﾟｰﾂにと慌ただしく実に
健康的に過ごしております高田です。宜しくお願い致します。
早いもので残すところお役目もあと半分というところまできました。
入会時は福嶋会長年度の終了間近で入会し、芹澤会長、石井会長、
竹永会長と実質２年半しかﾛｰﾀﾘｰ経験がございませんが、幹事なんて大役をいただき
活動させていただいております。
森さん、小菅さん、前川さん、竹永さんの宴席の話（平林会員）
日頃からお世話になっている大先輩の皆さまですので普段は恐れ多く、おいそれと
お話しできる方々ではないのでお誘いいただけたことは正直嬉しかったわけではあ
りますが、私には断る勇気も度胸も持ち合わせておりませんので入会させて頂いたわ
けです。
最近なにかと話題になっていますが、
「ﾊﾟﾜﾊﾗ」と言われようと、これは受けとる側
の問題であって信頼関係や尊敬の思いがあるとすんなり入会にいたるいい例だと思
います。
さて、上半期報告とうことですが、昨年山田幹事が、「あんまり出席できない幹事
ですみません」なんて仰ってましたがそれはキャリアがあってこそのことであって、
かたや私は何も知らないできないわけで、逆に「出席だけはしてやろう」という意気
込みで活動してまいりました。
ｸﾗﾌﾞ内はもちろん地区へ出席するとすごい方がいっぱいいらっしゃるので、知らず
知らずのうちに背伸びをしてしまうことがあります。
いい意味で刺激を受けて、仕事や奉仕活動に精をだし向上心につなげていければい
いのですが、元来私はそういった環境だと疲れてしまって長続きしない性分なので
「このままではあまりよくないな、」と感じていたところ、最近地区の研修会に参加
した際にこんなことを耳にしました。
「若い人には若い人なりの役割がある、またそれと同じように、長年、仕事やﾛｰﾀﾘ
ｰ活動にｷｬﾘｱをお持ちの方、年配の方には年配の方の役割がある。誇りのある活動を、」
といった話がありました。その話を聞いてすっとつっかえたものが取れたような気持
になりました。
北ｸﾗﾌﾞは、諸先輩方がとてもやさしい方ばかりなので、若い世代に貴重な機会や役
割をたくさんいただき皆さま方にはとても感謝しておりますが、引き続きご教示いた
だけますと幸いに存じます。
最後にとって付けたようなご挨拶ですが、お仕事にも精を出しつつ今後も楽しみな
がらﾛｰﾀﾘｰ活動を行っていきたいと考えております。
今後ともよろしくお願いいたします
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【品川 昌義 副会長】
２０１８～２０１９年度副会長を務める品川昌義です。
今日は、上半期のｸﾗﾌﾞ報告をいたします。
２０１８年７月～２０１８年１２月をその期間として
７月 ３日 新年度三役挨拶からｽﾀｰﾄしました。
７月１０日 ｢ﾛｰﾀﾘｰの友｣を公共ｲﾒｰｼﾞ委員会芹澤委員長により紹介
７月１９日 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが担当ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞによる第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会
８月 ７日 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問
８月２１日 会員増強委員会例会
８月２８日 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
９月 ４日 卓話 横須賀市役所商業振興課 笠原課長
９月１１日 野球観戦例会
１０月２９日 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
１１月１３日 ｼﾆｱのための健康講座
１１月２６日 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会
１２月１１日 ﾛｰﾀﾘｰ財団月間卓話 地区財団委員長 三宅 譲 氏
補助金配分・推進委員 岡本 久 氏
１２月１８日 三役半期報告
【竹永
薫 会 長】
本年度も折り返しの６ヶ月が経過しようとしています。品川副会長、
髙田幹事をはじめ会員の皆様のご協力で半年間経過しました。来年の
６月まで、引き続きのご支援をいただければと思います。
＜全体の例会を振り返って＞
本年度は、昨年に引き続き例会を月３回制で運営させていただい
ております。皆様もだいぶ慣れてきたことだと思います。また、食事についても月
一回ですが、「杏花飯店」に注文し美味しいお弁当をいただいております。
そして、各委員会の皆様には一回の担当例会ということで、様々な例会を企画し
ていただいております。ご協力ありがとうございます。
＜会員増強について＞
今年度の会員増強については、前川委員長が入会候補者の名簿作成、当ｸﾗﾌﾞの長
所・短所を取りまとめ、今後の増強についてｱｲﾃﾞｱを出しているところです。現時
点では、前島会員の退会があり、１名減となっていますので、何とか入会者を増や
したいと思います。こちらについても、引き続き皆様のご協力をお願いいたします。
＜横須賀北ｸﾗﾌﾞ
＜横須賀北ｸﾗﾌﾞならではの例会（事業）＞
ｸﾗﾌﾞならではの例会（事業）＞
当ｸﾗﾌﾞでは、近年、行政ｾﾝﾀｰ、自衛隊横須賀病院のご協力のもと「ｼﾆｱ向け健康
講座」を開催しています。一般参加者も増加傾向にあり、今後も継続事業としていき
たいと考えていますが、もうひとつ柱となる当ｸﾗﾌﾞならではの例会が企画できればと
思っています。その一つとして、来年８月に竣工予定の横浜 Dena ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞのﾌｧｰﾑ施
設「ﾄﾞｯｸｵﾌﾞﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞﾖｺｽｶ」とｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝした企画ができればと考えており、球団、行
政と話し合いをしています。
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