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「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
竹永
薫 会長
新倉 定治 様（横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
福嶋 義信 会員（４月１９日生）
石井 伸二 会員（４月２３日生）

新倉 定治様

入会記念日のお祝い
鈴木 達治 会員（1994.4.26）御子柴智義 会員（2001.4.10
品川 昌義 会員（2007.4.1） 片平 修一 会員（2012.4.1）
山田 秀雄 会員（2012.4.1） 前川 永久 会員（2014.4.22）
飯倉 正俊 会員（2016.4.19）平林 祐樹 会員（2017.4.11）
田代
亘 会員（2018.4.10）
｢出席報告｣
(本日)4 月 9 日
出席対象
メークア
修正出席
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
率
24 名
22 名
14 名
63.64％
8名
22 名 100.00％
（前々回)3 月 19 日
出席対象
メークア
修正出席
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
率
24 名
23 名
13 名
56.52％
4名
17 名
73.91％
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「メーキャップされた会員」
2/22
地区研修・協議会ﾘｰﾀﾞｰ・ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ会議 森
洋会員
3/28
横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
福嶋義信会員
4/6
青少年交換学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 前川永久会員 髙田源太会員
4/8
横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
竹永 薫会長 髙田源太幹事
4/8
第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会
竹永 薫会長 髙田源太幹事
「ニコニコＢＯＸ」
新倉定治様（横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
久しぶりにお邪魔致します。宜しくお願い致します
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
皆様、本日の例会も宜しくお願い致します
森
洋会員 欠席続きで申し訳ございません。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
福嶋義信会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉会員ようこそ
誕生日を祝って頂きありがとうございます
御子柴智義会員 新倉様ようこそ。福嶋さんお誕生日おめでとうご
ざいます。入会を祝って頂きありがとうございます
千葉 茂会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉会員ようこそいらっしゃいま
誕生日祝
した。どうぞごゆっくり。
福嶋 義信会員
芹澤さん「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します
小菅健史会員 新倉様ようこそ。福嶋会員お誕生日おめでとうございます
品川昌義会員 入会記念日を祝って頂きありがとうございます
前川永久会員 入会記念日を祝って頂きありがとうございます
浅野径子会員 誕生日の方入会記念日の方おめでとうございます。
横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉様ようこそいらっしゃいました
小出純子会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉様ようこそおいで頂きました。
福嶋会員 お誕生日おめでとうございます
飯倉正俊会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉様ようこそいらっしゃいました。
福嶋さんお誕生日おめでとうございます。
芹澤委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友紹介」千葉会長ｴﾚｸﾄ「PETS 報告」宜しく
お願い致します
平林祐樹会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉会員様ようこそ。入会記念有難うございます
ニコニコＢＯＸの合計は 24,000 円(累計 371,000 円)
財団 BOX の合計は 7,213 円（累計 69,197 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

御子柴智義会員

品川昌義会員

入会記念祝
前川永久会員
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２年経ちました。
これからも宜しく
お願い致します

飯倉正俊会員

平林祐樹会員

「会長あいさつ」
・3/19 河口湖ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞのﾒｰｸｱｯﾌﾟがあり・3/26 観桜会と続き、１週なしで久しぶり
の例会場での例会となりました。観桜会の時期はなかなか難しく早すぎたり、遅か
ったりしますが今回は桜には少し早かったですが 菜の花がきれいに咲いていま
した
・3/30 には第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟの IM がありました。当ｸﾗﾌﾞの出席者は少なかったですが、
「急変する現下の国際情勢と神奈川県」をﾃｰﾏにｷｬﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所研究主幹
立命館大学客員教授 宮家 邦彦様の講演がありました
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より４月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１１０円（現行（１１０円）です
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
1．２０１９-２０年度地区役員・委員会委員（正副委員長含む）ご就任委嘱状が届
いております
①地区諮問委員会 委員
森
洋 会員
②地区ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会委員
伊与田あさ子会員
③職業奉仕委員会委員
髙田 源太 会員
④青少年交換委員会委員
竹永
薫 会員
2．ﾏｲﾛｰﾀﾘｰ・ｸﾗﾌﾞｾﾝﾄﾗﾙｾﾐﾅｰ開催のご案内
日 時 ４月２７日（土）15：00～17：00（14：30 登録開始）
場 所 藤沢駅南口 第一相澤ﾋﾞﾙ 6・8 階「会議室」
◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会ご案内受領
◎回覧
①河口湖ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞよりﾒｰｷｬｯﾌﾟお礼状
②横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
③保土ヶ谷ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
④米山梅吉記念館「館報」
◎４月１日付で第４期会費ご請求をさせて頂きましたので宜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４月定例理事会開催。関係理事の方は宜しくお願い致します
◎３月最終例会が移動例会でしたので本日財団 BOX を廻します。御協力宜しくお願
い致します
｢スピーチ｣

「ﾛｰﾀﾘｰの友４月号紹介」

芹澤

横 P7-15

達之 雑誌委員長

自殺を防ぎ、命を未来へつなげる活動
特集 命の重み感じていますか
横 P16-17 特集 母子の健康月間
安全なお産のために
横 P30
ｶﾞﾊﾞﾅｰのﾛｰﾀﾘｰ・ﾓﾒﾝﾄ
ｲﾝﾄﾞでﾛｰﾀﾘｰを実感する 第 2780 地区脇洋一郎ｶﾞﾊﾞﾅｰ
縦 P4-8 ｱｼﾞｱの中に祈りたたまれた日本の心
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊｰﾄ ﾌｧｳﾝﾀﾞｰ／最高顧問・小児外科医 吉岡秀人
縦 P17 決議審議会の決議案提案の重要性について
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【「PETS 報告」千葉

茂会長ｴﾚｸﾄ】

2019 年 3 月 12 日（火）9：30～10：00 登録
10：00
点鐘
10：00～12：25 本会議１基調講演（午前の部）
12：35～13：25 昼食（食後 AGE と次年度会長との打ち合わせ）
13：35～14：45 第 1 ｾｯｼｮﾝ「ｸﾗﾌﾞ会長の役割と責務について」
14：55～15：55 第 2 ｾｯｼｮﾝ「会員増強・会員維持について」
16：10～18：00 「財団・米山・青少年学友ｽﾋﾟｰﾁ」及び質疑応答
18：10～19：30 懇親会
所 藤沢商工会館ﾐﾅﾊﾟｰｸ 3F＆5F 会議室／６F 多目的ﾎｰﾙ

日

時

場

【国際ﾛｰﾀﾘｰ 2019-2020 年度 RI 会長 ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰ】
～ROTARY CONNECTS THE WORLD ﾛｰﾀﾘｰは世界をつなぐ～
【国際ﾛｰﾀﾘｰ 2019-2020 年度第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 杉岡 芳樹（相模原）】
・米山記念奨学会寄付 1 人 20,000 円 ﾛｰﾀﾘｰ財団 1 人 200 ㌦
・MY ROTARY への登録
・会員増強・会員維持
【地区ｶﾚﾝﾀﾞｰ】
・10/19（土）地区大会会長・幹事会「ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ相模大野」
10/20（日）地区大会本会議 「相模女子大ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ」
・10/29（火）ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
・2020 年 3/28（土）第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM
【横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ次年度予定】
・9 月又は 10 月に山梨県方面に一泊旅行例会 河口湖ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへﾒｰｷｬｯﾌﾟの予定
・例会回数は月 3 回の予定（月の最終火曜日はお休み）

【2018-2019 年度
日
会
登

時
場
録

第 1 グループ IM】

2019 年 3 月 30 日（土） 16：30～19：50
ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀 5 階「ﾊﾟﾘ」の間
16：00～16：30 5 階ﾛﾋﾞｰ
「急変する現下の国際情勢と神奈川県」
ｷｬﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所研究主幹
立命館大学客員教授
宮家 邦彦 様

ｶﾞﾊﾞﾅｰ挨拶
RI 第 2780 地区
ｶﾞﾊﾞﾅｰ 脇 洋一郎 様

4

【懇親会】
開会の言葉
北村理和子ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ会長

乾杯
小佐野圭三ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ

邦楽演奏
守 啓伊子様

行事予定
〈クラブ〉
２０１９年
４月 ２日（火）休
会 定款第６条第１節による
９日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
PETS 報告 千葉 茂会長ｴﾚｸﾄ
第１０回定例理事会 13：40～14：30
１６日（火）通常例会 卓話 元横須賀市議会議員・NPO 法人やすらぎ理事長
NPO 法人ふぉーらむ理事 田嶋 彰 様
２３日（火）通常例会 地区研修・協議会報告 次年度三役
５月 ７日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
ｸﾗﾌﾞ協議会（次年度方針）
第１１回定例理事会 13：40～14：30
１４日（火）通常例会 新世代・青少年交換委員会担当 伊与田あさ子委員長
２１日（火）通常例会 卓話 「しずくちゃんを守る会」代表 池井 将 様
６月 ４日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
ｸﾗﾌﾞ協議会 次年度各委員会事業方針 次年度各委員長
第１２回定例理事会（現・次）13：40～14：30
１１日（火）通常例会 ｸﾗﾌﾞ協議会 今年度各委員会事業報告 今年度委員長
１８日（火）夜間例会 最終夜間移動例会 「杏花飯店」
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