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１月 ７日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
千葉 茂 会長
公益社団法人横須賀青年会議所
理 事 長
齋藤 順也
専務理事
堀
静香

御子柴智義
竹永
薫
伊澤 直樹
誕生日祝
伊澤 直樹
入会記念日のお祝い 浅野 径子
｢出席報告｣
(本日)1 月 7 日
出席対象
総数
出席数
数
27 名
26 名
20 名
（前々回)12 月 17 日
出席対象
総数
出席数
数
27 名
26 名
15 名

会員（1936 年 3 月）
会員（1972 年 12 月）
会員（1972 年 1 月）
会員（1 月 27 日生）
会員（2002.1.1）

出席率
76.92％
出席率
57.69％
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堀

様
様

静香様 齋藤順也様

年男のお祝い
御子柴智義会員 伊澤直樹会員
竹永 薫会員

メークア
ップ
1名
メークア
ップ
4名

計
21 名
計
19 名

修正出席
率
80.77％
修正出席
率
73.08％

「ニコニコＢＯＸ」
三役
新年あけましておめでとうございます。残り半期とな
りましたが三役一同さらに精進し、より良いｸﾗﾌﾞ運営
に務めて参ります。引き続き本年もどうぞ宜しくお願
い致します。本日は横須賀青年会議所より斎藤理事長、
堀専務理事ようこそおいで頂きました。ごゆるりとお過ごしください。
御子柴智義会員 年男１２めぐって参りました。お祝いありがとうご
ざいます
竹永 薫会員 新年明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 JC 齋藤理事長、堀専務理事
ようこそいらっしゃいました。
本年のご活躍を祈念しております
伊澤直樹会員 昨年はお世話になりました。今年は年男です。また１月は誕生月です。
頑張りますので今年も宜しくお願い致します
浅野径子会員 入会記念日を祝って頂きありがとうございます。
本年も宜しくお願い致します
福嶋義信会員 青年会議所 齋藤理事長 堀専務理事ようこそ
伊与田あさ子会員 明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 斎藤順也様、専務理事 堀静香様ようこそ
いらっしゃいませ
小菅健史会員 新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。
横須賀青年会議所 齋藤理事長 堀専務理事ようこそ。
御子柴会員、竹永会員、伊澤会員ｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしております
髙田源太会員 明けましておめでとうございます。斎藤理事長、堀専務理事 ご活躍
ご期待申し上げます。
飯倉正俊会員 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます
佐々木佑倫会員 明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。
皆様にとりまして素晴らしい一年となりますようご健康とご多幸を
お祈り申し上げます
小出純子会員 新しい年を楽しみに良き年となりますよう。本年も宜しくお願い申し
上げます
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。
（社）横須賀青年会議所 齋藤理事長、堀専務理事一年間頑張ってくだ
さい
ニコニコＢＯＸの合計は 30,500 円(累計 304,895 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

誕生日祝
伊澤直樹会員

米山功労者
御子柴智義会員

入会記念祝
浅野径子会員
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顧問委嘱状授与

「会長あいさつ」
・新しい年がはじまりました。今年はｵﾘﾝﾋﾟｯｸｲﾔｰということで盛り上がっております
がﾛｰﾀﾘｰは通常通りの例会を行って参ります。
本日は青年会議所の若い方々をお迎えしております。宜しくお願い致します
「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１１０円（現行１０８円）です
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より２０２０-２０２１年度地区役員・委員会委員長ご就任委嘱状が
届いております
ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ／地区諮問委員会 森
洋会員
◎１月７日付で第３期会費のご請求をさせて頂きますのでよろしくお取り計らいの
程お願い申し上げます
◎公益財団法人米山記念奨学会より御子柴智義会員へ感謝状が届いております
◎本日例会終了後定例理事会がございます。関係理事の方は宜しくお願い致します
◎回覧 ①新年家族会出欠表
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友１月号 ②１２月出欠表
｢スピーチ｣

【ﾛｰﾀﾘｰの友１月号紹介

小菅

健史

雑誌委員長】

横 P3 RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ ﾛｰﾀﾘｱﾝとﾛｰﾀﾘｰ家族の皆さん
世界中の人々が、様々な理由でﾛｰﾀﾘｰに入会します。私もそうでし
たが｢ﾛｰﾀﾘｰはｷｬﾘｱに大きなﾌﾟﾗｽになる｣という理由で、毎年多くの新
しいﾛｰﾀﾘｱﾝが入会しています。ｱﾗﾊﾞﾏ州で新人弁護士としてｽﾀｰﾄを切
った時、私は妻のｹﾞｲと共に彼女の父の弁護士事務所の共同経営者に
なりました。ﾛｰﾀﾘｰに入れば人脈を築くことが出来、職業上求められ
る以上に確固とした価値観を持つ真摯な職業人と潜在顧客に示す事が出来る、と妻の
父に教わったのです。ﾛｰﾀﾘｰの職業奉仕は、事業や職業において最も高い倫理基準の
中で、あらゆる職業を尊重し、ﾛｰﾀﾘｱﾝ一人一人の職業を社会に奉仕する機会として重
んじる心に基づいています。
そして最後の点は非常に重要です。
どんな職業であっても、誠実に、常に「四つのﾃｽﾄ｣に従って働けば、誰もが世界に大
きく貢献できるということです。
私は会長として、職業人としての生活、家庭人としての生活と、ﾛｰﾀﾘｰ活動のﾊﾞﾗﾝｽ
をとることを優先事項に掲げています。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの役職として必要以上の時間を割か
ねばならない、というﾌﾟﾚｯｼｬｰをﾛｰﾀﾘｱﾝが感じることがあってはなりません。これに
は理由が幾つかありますが、その一つは､ﾛｰﾀﾘｰでは、職業人として行う活動も､ﾛｰﾀﾘｰ
として行う活動と同じように重要だからです。私たちがいつどこにいても、ﾛｰﾀﾘｰの
理念は私たちと共にあります。そして、職業上の成功は、職場で働く毎日の中で
ﾛｰﾀﾘｰの素晴らしさを伝えるものとなるのです。
横 P34-36 2019-20 年度地区大会略報
第 2780 地区が掲載されています
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～子年生まれの会員ｽﾋﾟｰﾁ～
【伊澤 直樹 会員】ねずみ年１月生まれ
1972 年 札幌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ あさま山荘事件 沖縄県発足
日中国交正常化
1984 年 ｸﾞﾘｺ森永事件 お札発行
1996 年 住専処理法案 ﾊﾞﾌﾞﾙ経済崩壊 不良債権回収
2008 年 ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ
2020 年 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ﾌｧｲﾌﾞ G（通信制限解除・産業革命に匹敵）
買い物自動決済
ｱﾒﾘｶ大統領選
みなとみらいの開発発展
横浜銀行 12 月 16 日 100 周年を迎えます。

車の自動運転

【竹永
薫 会員】ねずみ年１２月生まれ
毎回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸが開催される年（夏季）
1972 年 ﾐｭﾝﾍﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ（西ﾄﾞｲﾂ）第２次世界大戦後開催
柔道・ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ正式種目となる。
体操が全 8 種目のﾒﾀﾞﾙ 24 個の内 16 個のﾒﾀﾞﾙを獲得
男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙも金ﾒﾀﾞﾙ
日本は計 29 個のﾒﾀﾞﾙ獲得（金ﾒﾀﾞﾙ 13 個）
当時ｲｽﾗｴﾙ選手襲撃事件という悲しい出来事もありました
1984 年 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 税金を使わずに開催されたｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
（ﾃﾚﾋﾞ放映料・ｽﾎﾟﾝｻｰ料・入場料・記念ｸﾞｯｽﾞの売上でまかなった）
ｶｰﾙﾙｲｽ 100 ㍍幅跳び 金ﾒﾀﾞﾙ
東側諸国のﾎﾞｲｺｯﾄで参加国は 140 に留まった
日本は計 32 個のﾒﾀﾞﾙ獲得（金ﾒﾀﾞﾙ 10 個）
1996 年 ｱﾄﾗﾝﾀｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 参加国 197
ﾓﾊﾒﾄﾞｱﾘが聖火ﾗﾝﾅｰ ﾏｲｹﾙｼﾞｮﾝｿﾝが 200 ㍍ 19 秒 32 の世界記録
日本 金ﾒﾀﾞﾙ 3 個（柔道 野村忠弘・中村忠弘・恵本裕子）
2008 年 北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 参加国 204
日本 25 個のﾒﾀﾞﾙ（金ﾒﾀﾞﾙ 9 個）（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・柔道・水泳（北島康介）
ﾚｽﾘﾝｸﾞ（吉田沙保里 伊調 馨）
2020 年 いよいよ東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸの年です。ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｲﾔｰを楽しんで
【御子柴 智義 会員】
◎ねずみ年は事件が多い
1936 年 私が生まれた年です。1932 年には 515 事件そしてこの年は
226 事件がありました
2000 年 64 歳で障害者の支援施設 湘南ｱﾌﾀｹｧ協会理事長就任
20 年経ちました。その前は、競争して稼ぐお金にまつわる
仕事をしていましたので福祉事業は別次元の世界でした。
湘南ｱﾌﾀｹｱ協会は 70 年経ちます。一番困ったのは、2000 年に自衛隊の車庫
4

にある所と地続きの所ががけ崩れになった時です。土砂が何百㌧もあり、崖下には、
宿泊施設があったので、その時連絡をとった所にちょうど追浜にある日建工業の社長
青木さんがいらっしゃってすぐ来て下さり、対処して頂いて幸いに防ぐことができま
した。国有地なので本工事に入るまで 3 カ月かかりました
それ以来 日建工業の青木さんはじめ、堀さん、斎藤さん、横須賀の皆さんとお知り
合いに慣れて幸せに思っています
野村証券数寄屋橋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ支店時代・・・結核で入院
結婚して戸塚区矢部町の矢部団地に住むことになりました
昭和 36 年 9 月に 川崎支店・・6 年 上野支店・・10 年
昭和 38 年に男子誕生 昭和 42 年に女子誕生
野村証券時代のお客様の紹介で湘南ｱﾌﾀｹｧ協会にお世話になり 2001 年に濱田先生の
紹介で横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに入会 18 年野村証券川越支店の時代にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに入会
3 年 21 年間ﾛｰﾀﾘｱﾝで友人が沢山出来ました。幸せな人生ということを感じておりま
す。ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに入会してよかったと思っています。仲間を大事にするｼｽﾃﾑです

～例

会

風 景～
齋藤順也理事長
2020 年の抱負

行事予定
〈クラブ〉
２０２０年
１月 ７日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 小菅健史 雑誌委員長
卓話 子年生まれの会員ｽﾋﾟｰﾁ
御子柴智義会員 竹永 薫会員 伊澤 直樹会員
第７回定例理事会 13：40～14：30
１４日（火）通常例会 卓話 防衛大学校訓練部長
海将補 金刺基幸 様
２１日（火）夜間例会 新年家族会 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 18：30～
２月 ４日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 小菅健史 雑誌委員長
卓話 一般社団法人横須賀市歯科医師会
会長 松本好史様
第８回定例理事会 13：40～14：30
１１日（火）休
会 国民の祝日
１８日（火）通常例会 第１回 ＩＤＭ 芹澤達之委員長
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