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亥年生まれの会員
浅野径子会員・有本親子会員
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「メーキャップされた会員」
12/25 ﾛｰﾀﾘｰ推進委員会 伊与田あさ子会員
1/5 青少年交換委員会ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 前川永久会員
「ニコニコＢＯＸ」
三役
明けましておめでとうございます。新たな年を迎え、気持ちを引き締
めて三役一同、職務に臨む所存です。今年も引き続き宜しくお願い致
します。本日は横須賀青年会議所 理事長大黒健司様 専務理事門井
秀孝様ようこそおいで下さいました。どうぞ肩の力を抜いておくつろ
ぎください
浅野径子会員 亥年の年女を祝って頂き、また入会記念を祝って頂きありがとうござ
います
有本親子会員 新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します
福嶋義信会員 横須賀青年会議所大黒理事長、門井専務理事ようこそ。横須賀市発展
の為、ご活躍を期待いたします
浅野会員、有本会員ご健勝を心よりお祈り致します。
御子柴智義会員 皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしく。
浅野さん、有本さん亥年生まれのお祝いを申し上げます。
青年会議所理事長大黒さん、専務理事門井さん、ようこそ
千葉 茂会員 会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお
願い致します。横須賀青年会議所 理事長大黒健司様、専務理事門井
秀孝様ようこそいらっしゃいました。
浅野会員、有本会員ｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしています
山田秀雄会員 北ﾛｰﾀﾘｰの会員の皆様、横須賀青年会議所理事長、専務理事 新年あ
けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します
小菅健史会員 横須賀青年会議所大黒理事長、門井専務理事ようこそ。
浅野会員、有本会員ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
前川永久会員 横須賀青年会議所大黒健司理事長、門井秀孝専務理事ようこそお出で
下さいました。浅野会員、有本会員ｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしています
飯倉正俊会員 横須賀青年会議所大黒様、門井様ようこそいらっしゃいました。
芹澤委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介お願いいたします。
浅野会員、有本会員 亥年生まれのｽﾋﾟｰﾁお願いいたします
海老名敬子会員 本年もどうぞ宜しくお願い致します。 浅野さん有本さんｽﾋﾟｰﾁ
宜しくお願い致します。横須賀青年会議所の大黒様、門井様ようこそ
お越しくださいました。どうぞ宜しくお願い致します
平林祐樹会員 あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します
大黒理事長、門井専務理事ようこそ。ご入会お待ちしています
武藤修儀会員 新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
大黒理事長、門井専務理事 お越し頂きありがとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 25,000 円(累計 258,000 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
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出席報告
武藤 修儀会員

ﾆｺﾆｺ報告
海老名敬子会員

年頭の抱負
大黒健司理事長

門井秀孝専務理事

「会長あいさつ」
あらためまして新年あけましておめでとうございます。今年は元号が変わるという
ことで平成最後の亥年となります。健康に注意しながら 1 年間過ごしていきたいと思
います。
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より１月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１１２円（現行１１２円）
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①2018 年度下半期人頭分担金のお願い受領
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）・新世代分担金を含む
計
12,000 円
②２０２１-２０２２年度ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ確定宣言 田島 透会員（ふじさわ湘南 RC）
③第２７８０地区・第２５９０地区合同 奨学生帰国報告会のご案内
日 時 ２月 ３日（日）15：45～（受付開始）
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 16：00～18：30 第１部奨学生帰国報告
ｼﾞｬｽﾄ 1 号館 8F 会議室 2
移動
19：00～21：00 第 2 部 懇親会･ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ
崎陽軒本店 5F ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ
参加費 帰国報告のみ 2,000 円 帰国報告・懇親会 10,000 円
◎１月７日付で第３期会費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開催。関係理事の方は宜しくお願い致します
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友１月号②１２月出欠席一覧表
｢スピーチ｣

「ﾛｰﾀﾘｰの友 1 月号紹介」
横 P7-17
横 P22-25
横 P32
縦 P4-8

芹澤 達之 雑誌委員長

特集・職業奉仕
今に生きる職業奉仕
第４７回ﾛｰﾀﾘｰ研究会ﾘﾎﾟｰﾄ
25 頁に規定審議会改革の概要が掲載されています
2018-2019 年度地区大会略報
当地区の地区大会の略報がされています
日本で一番大切にしたい会社
企業の使命は、関連するすべての人々の永遠の幸せの追求・実現
企業市民であることの責務
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「亥年生まれの会員ｽﾋﾟｰﾁ」

〈浅野 径子 会員〉
明けましておめでとうございます。亥のしし年の年女を祝って頂
きましてありがとうございます。平成最後のいのしし年となり、又
５月から新元号のいのしし年となり最後と最初のいのしし年となり
ました。
平成の天皇・皇后と私は近い年齢です。子供の頃に戦争、学童疎
開、空襲そして終戦を経験し、決して忘れることはありません。そのお二方が皇太子
時代からたびたび慰霊の旅を続けていらっしゃる真摯なお姿をﾃﾚﾋﾞで拝見していて
いつも心を打たれて参りました。本当に長いことお疲れ様でございましたと思ってお
ります。５月から上皇皇后となられる美智子様がこののちどのようにお過ごしになら
れるか同じ年代の私としてはとても気になるところでもあります。
話は変わりますが、昨年前川会員と平林会員が横須賀青年会議所の関東地区協議会
で計画された事業で硫黄島に訪島された時のｽﾋﾟｰﾁをなさいました。前川さんのｽﾋﾟｰﾁ
のあと私は前川さんに「私の硫黄島への記憶は戦争時代の玉砕と悲惨な犠牲者があっ
た島ということしか浮かばないのです」。と云いましたら前川さんが「今 硫黄島は
海は青く素晴らしい景色の島ですよ」とおっしゃったんです。思いがけない言葉に今
更ながら硫黄島は美しい平和な島になっているんだなと明るい気持ちになりました。
平林会員は硫黄島から帰ってから、毎年８月１５日の終戦記念日にはご家族とご一
緒に靖国神社に参拝されていると伺いました。こうして若い方々に受け継がれていく
ことを嬉しく思いました。
さて１２年後の「亥のしし年」はどんな時代になっているのでしょうか。
平和で良い年の「亥のしし年」でありますよう願っています
ありがとうございました
〈有本 親子 会員〉
皆様明けましておめでとうございます
私は１９８３年生まれの亥年で今年で３６歳になります。年女のｽﾋﾟｰ
ﾁということで自分の生まれた年のことなどを振り返ってみたいと思
います。
私の生まれた１９８３年はﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞが開園し任天堂から家庭用
のｹﾞｰﾑ機ﾌｧﾐｺﾝが発売され大韓航空機追撃事件のあった年でした。
同じ年に生まれた有名人は 歌手の宇多田ﾋｶﾙさん、ｻｯｶｰの長谷部誠さん、ﾀﾚﾝﾄの
ﾍﾞｯｷｰさん、北朝鮮の金正恩総書記などがいます。
亥年生まれは猪突猛進などとよく言われますが、自分の人生を振り返ってみました
ところ、その通りだったと思います。
次回私がここで年女のｽﾋﾟｰﾁをするのは１２年後になる訳ですが、その時には素晴
らしいことがあったなあと振り返れるような１２年間になるよう頑張ります。
これからもどうぞ宜しくお願い致します
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平林祐樹会員
亥年に起こったこれまで
の大きなﾆｭｰｽを発表

行事予定
〈クラブ〉
２０１９年
１月 １日（火）休
会 祝日
８日（火）通常例会「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
卓話 亥年生まれの会員（浅野径子・有本親子会員）
第７回定例理事会 13：40～14：30
１５日（火）通常例会 卓話 横浜市大教授 影山 摩子弥 様
２２日（火）夜間例会 新年家族会 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 18：00～
２月 ５日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
卓話 会員卓話
報告 ２０１８年度上期会計報告
第８回定例理事会 13：40～14：30
１２日（火）通常例会 卓話 社会国際奉仕担当委員会（飯倉正俊委員長）
１９日（火）通常例会 第１回ＩＤＭ
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