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「我らの生業」
千葉 茂 会長
全国中小企業団体中央会会長
森
洋 様
大和田園ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
佐々木 辰郎 様

誕生日祝
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)12 月 10 日
出席対象
総数
数
27 名
26 名
（前々回)11 月 19 日
出席対象
総数
数
27 名
26 名

大和田園ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
佐々木 辰郎様

出席数
17 名
出席数
12 名

出席率
65.38％
出席率
46.15％

メークア
ップ
3名
メークア
ップ
7名

メーキャップされた会員」
11/19 地区ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会 伊与田あさ子会員
12/7
新会員の集い 伊与田あさ子会員
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計
20 名
計
19 名

修正出席
率
76.92％
修正出席
率
73.08％

「ニコニコＢＯＸ」
大和田園ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 佐々木 辰郎様
本日は、森 PG の卓話を拝聴に参りました。初めて
横須賀北 RC に参りました。地区役員時代に多くの
方にお世話になりありがとうございました
三役
皆様、こんにちは。大和田園ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの佐々木 辰郎様、本日はよ
うこそおいで頂きました。森会員ｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしております
森
洋会員 大和田園 RC 佐々木様、ようこそいらっしゃいました。卓話のお手伝
いありがとうございました
福嶋義信会員 大和田園 RC 佐々木様ようこそ
石井伸二会員 佐々木様ようこそ。いつもお世話になりありがとうございます。
森様、今日の卓話 宜しくお願い致します
芹澤達之会員 森様 本日のｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしております
小菅健史会員 大和田園 RC 佐々木様ようこそ。森さんｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしております
山田秀雄会員 大和田園 RC 佐々木様ようこそ 森さん卓話楽しみにしております
竹永 薫会員 本日は大和田園 RC 佐々木様ようこそお越し頂きました。
森会長 卓話楽しみにしております
髙田源太会員 佐々木辰郎様ようこそお出で下さいました。どうぞおくつろぎくださ
い。森会長の卓話楽しみにしておりました。宜しくお願い致します
武藤修儀会員 大和田園 RC 佐々木様ようこそお越しくださいました。
森会長 卓話宜しくお願い致します
佐々木佑倫会員 佐々木辰郎様今日はありがとうございます。森様のｽﾋﾟｰﾁ楽しみに
しております
ニコニコＢＯＸの合計は 14,000 円(累計 267,395 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」
・ｼﾆｱのための健康講座でご協力頂いた自衛隊横須賀病院の先生方をお呼び「感謝の
会」を開催いたします。日時は１月３０日（木）１８：３０より 場所は京急逸見駅
より１分の所にあります ｲﾀﾘｱ料理｢ﾊﾟｯﾎﾟｰﾅ｣です。多くの会員お方のご出席を宜し
くお願い致します
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区 2022-2023 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ確定宣言
津久井中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 佐藤 祐一郎（さとう ゆういちろう）会員
②２０２０-２１年度実施ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ向け｢第２回地区補助金説明会｣のご案内
日 時 2020 年 1 月 25 日（土）13：00～15：00 第 2 回地区補助金説明会
＊希望がある場合のみ説明会終了後｢補助金管理ｾﾐﾅｰ｣開催
場 所 第一相澤ﾋﾞﾙ 3 回「会議室」
◎横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより青少年交換学生第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ拠出金のお願いが届いており
ます
◎横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより２０２０年例会のご案内受領
◎次週例会（１７日）は夜間移動例会となっておりますのでお間違えの無いよう宜し
くお願い致します 嬉楽（うれしたのし）１９：００
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◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友１２月号
◎回覧 ①「ｼﾆｱのための健康講座感謝の会」
「委員会報告」
｢スピーチ｣

【ﾛｰﾀﾘｰの友１２月号紹介

小菅

健史

雑誌委員長】

横 P3 RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ アロハ、ロータリー
ﾛｰﾀﾘｰがﾛｰﾀﾘｱﾝにとって生き方であるのと同じようにｱﾛﾊはﾊﾜｲｱﾝ
にとって生き方なのです。ﾛｰﾀﾘｰの国際大会では、かけがえのない
体験ができます。
6 月 6～10 日に開かれるﾎﾉﾙﾙ国際大会で、ご家族、
ご友人、ﾛｰﾀﾘｱﾝの仲間と一緒に、真の｢ｱﾛﾊの精神｣とﾛｰﾀﾘｰの精神を
発見しませんか。全てのﾛｰﾀﾘｰ家族が祝、協力し、つながるのに最
高の舞台です。
横 P７ 特集 疾病予防と治療月間
元気に《R 活》を続けよう
12 月は疾病予防と治療月間です。健全なる精神は健全なる体に宿る。同様に、元
気にいつまでも《ﾛｰﾀﾘｰ活動（R 活）》を続けていくためには、まず健康な体つくりが
大切です。
横 P8 日本人の死因第 1 位【ｶﾞﾝ】を予防するために
ｶﾞﾝを防ぐための新 12 か条
①ﾀﾊﾞｺは吸わない
②他人のﾀﾊﾞｺの煙を 避ける
③お酒はほどほどに
④ﾊﾞﾗﾝｽのとれた食生活を
⑤塩辛い食品は控えめに
⑥野菜や果物は不足にならない様に
⑦適度に運動
⑧適切な体重維持
⑨ｳｲﾙｽや最近の感染予防と治療
⑩定期的ながん検診を
⑪身体の異常に気が、すぐに受診を
⑫正しいｶﾞﾝ情報でｶﾞﾝを知ることから

【全国中小企業団体中央会会長

森

洋

様】

～最近のﾛｰﾀﾘｰ情報について～
RI 今年度ﾃｰﾏ
ﾛｰﾀﾘｰは世界をつなぐ
親睦と奉仕 戦略計画優先順位
①ｸﾗﾌﾞｻﾎﾟｰﾄと強化
②人道的奉仕の重点化と増加
③公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上
親睦・高潔性･多様性・奉仕・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・・・土台としてﾛｰﾀﾘｰ活動を
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新しい RI 戦略計画（ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾏﾛｰﾆｰ RI 会長）
①より大きなｲﾝﾊﾟｸﾄをもたらす
②参加者の基盤を広げる
③参加者の積極的なかかわりを促す
④適応力を高める
ｸﾗﾌﾞの活性化⇒新会員の入会
地域社会で奉仕活動を
規定審議会
ｶﾞﾊﾞﾅｰ経験者が集まって今のﾛｰﾀﾘｰの細則をﾁｪｯｸし、時代にあった細則を検討する
①ﾒｰｷｬｯﾌﾟ期間を前後１４日から同年度以内に変更
②職業分類にｸﾗﾌﾞの入会できる会員数の制限を削除する。⇒今までは１業種５人
③機関雑誌の名称を削除する（ﾛｰﾀﾘｰの友を読む義務はなくなる）
④人頭分担金を年に１㌦ずつ増額する
ﾛｰﾀﾘｰは時代の変化によって変化してきたが

ﾎﾟﾘｵ撲滅運動は続けていくでしょう

～創設者ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽの名言～
世界は絶えず変化している。ﾛｰﾀﾘｰは世界とともに変化する心構えを持
たなければならない

日本の９９．７％は中小企業で０．３％は大企業
神奈川県中小企業団体中央会会長の森会員は今年５月に全国中小企業団体会長に
就任されました。益々お忙しくなられた森会員ですが、会長として、重大な会議に出
席される機会も多くなり、新しい経験をされたお話を伺いました。

～例

会

風 景～
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