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国際ロータリー第 2780 地区 

横須賀北ロータリークラブ週報 

2020～2021 年度 
 

例会日  毎週火曜日 12：30～13：30   

例会場  かながわ信用金庫追浜支店３階 横須賀市追浜本町 1－28 

       TEL 046（866）1515 

事務所  鈴木ハイツ 2Ｆ       横須賀市追浜町 3－22－202 

         TEL・FAX 046（866）1801 

      URL：http://www.yokosukakita-rc.jp/ 

         E‐mail: info@yokosukakita‐rc.jp 

              

 

会    長 前川 永久  副  会  長  芹澤 達之  

 

幹    事 武藤 修儀  会報委員 長  千葉  茂  

 

 

第２７９１回 ２０２０年 ７月 ７日『火曜日』横須賀北ＲＣ 

 

点 鐘 

斉 唱  「君が代」 

合 唱  「奉仕の理想」 

唱 和  「四つのテスト」 

司 会   前川 永久 会長 

ゲスト   

ビジター 

誕生日祝     
入会記念日のお祝い   千葉  茂 会員（1995.7.1） 

            芹澤 達之 会員（1998.7.8） 

            壹岐 義史 会員（2019.7.1） 

            伊澤 直樹 会員（2019.7.1） 

            佐々木佑倫 会員（2019.7.1） 

｢出席報告｣ 

 (本日)7 月 7 日 

総数 
出席対象

数 
出席数 出席率 

メークア

ップ 
計 

修正出席

率 

22 名 21 名 14 名 63.64％ 3 名 17 名 80.95％ 

（前々回)6 月 23 日 

総数 
出席対象

数 
出席数 出席率 

メークア

ップ 
計 

修正出席

率 

24 名 23 名 15 名 65.22％ 5 名 20 名 86.96％ 

 

「メーキャップされた会員」 

副会長    会長    副幹事 

芹澤達之   前川永久   髙田源太 
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「ニコニコＢＯＸ」 

三役  今年一年楽しい例会を開催したいと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します 

福嶋義信会員 前川会長をはじめ役員の皆さんのご活躍を期待いたします 

石井伸二会員 前川会長 一年間頑張ってください 

芹澤達之会員 入会記念月をお祝い頂きまして有難うございます。 

これからも宜しくお願いいたします 

小菅健史会員 前川会長 芹澤達之副会長 武藤幹事一年間宜しくお願い致します。 

伊与田あさ子会員 新年度三役の皆様何かと大変な年ですが、どうぞ宜しくお願い致

します。入会記念日の皆様 おめでとうございます 

壹岐義史会員 入会記念日を祝って頂いて有難うございます。 

三役の皆様一年間よろしくお願いいたします。 

竹永 薫会員 本日より新年度の活動となります。前川会長はじめ三役の皆様又会員

の皆様宜しくお願い致します。 

飯倉正俊会員 新年度ｽﾀｰﾄ 前川会長をはじめ三役の皆様宜しくお願い致します。 

入会記念の皆様おめでとうございます 

伊澤直樹会員 入会して一年がたちました。今後も宜しくお願い致します。 

佐々木佑倫会員 入会記念有難うございます。何もできない一年でしたがこれからも

末永く宜しくお願い申し上げます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸの合計は 17,000 円(累計 17,000 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 

 

「会長あいさつ」 

・今年度誕生日祝いは記念品無しで２０００円ﾆｺﾆｺへということでお願いしたいので 

例会終了後の理事会で承認頂いてから次回例会にお祝いしたいと思います 

・九州の方で大雨災害が出ております。ｺﾛﾅをはじめ世間が大変な状況となっており

ます。皆様もどうぞお気を付けください 

  

「幹事報告」（髙田源太 副幹事） 

◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より 

 ①上半期人頭分担金送金依頼 

  a．本会計  上半期分  4,500 円(年額 9,000 円)米山記念館維持費を含む 

  b．事業会計 上半期分  1,500 円(年額 3,000 円) 

  c．特別会計 (大会分担金) 8,000 円 

 ②「ﾀﾞﾒ。ｾﾞｯﾀｲ。」普及運動ｷｬﾝﾍﾟｰﾝｸﾞｯｽﾞが届いております。 

SAA 

飯倉 正俊会員 

副 SAA 

壹岐 義史会員 
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◎７月１日付で第１期会費の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 

◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友 ②会員ｶｰﾄﾞ 

◎回覧 2020－21 年度ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書（横須賀 RC・横須賀西 RC） 

◎本日例会終了後 第１回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 

◎横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領 

（９月３日ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問までの通常例会は例会場 大明寺） 

 

 ｢スピーチ｣ 

【髙田 源太 副幹事（会長ｴﾚｸﾄ）】 

武藤幹事がﾍﾙﾆｱによる欠席のため代理ということでご挨拶させ

て頂きます。会長ｴﾚｸﾄということもあり一年間前川会長のそばで

色々と勉強させて頂きたいと思いますので宜しくお願い致します 

 

【芹澤 達之 副会長】 

 今年度副会長を務めさせて頂きます。私が会長の時前川会員に

幹事としてお世話になりましたので少しでもお返しできたらと

思っております。今年はｺﾛﾅ感染の影響でこれからもどうなるか

わからない状況ですが皆様にもご協力いただいて一年間務めた

いと思っておりますので宜しくお願い致します 

 

【前川 永久 会長】 

・今年度基本方針としまして一番は例会の充実と親睦を図り、長

きにわたり培われてきたﾛｰﾀﾘｰ活動の知識や経験を新しい世代

に繋げられる例会を企画して参ります。  

 

・RI ﾃｰﾏ『ﾛｰﾀﾘｰは機会の扉を開く』 

・地区方針『TOGETHER～+もっと自由に』 

 

・創立６０周年を迎える準備の年として竹永委員長をはじめとして記念事業の企画を

立てていきたいと思っております 

 

・今年度は２２名ｽﾀｰﾄとなっております。少しでも会員を増やすよう、会員増強に力

を入れたいと思っておりますので会員の皆様のご協力をよろしくお願い致します 

 

・今現在ｺﾛﾅ感染の影響で例会場もままならない状況ですが、楽しい例会が開催でき

るよう努力していきたいと思っています。何かご意見がございましたらご遠慮なく

お申し出ください。 
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行事予定 

〈クラブ〉  

２０２０年 

  ７月 ７日（火）移動例会「龍宮の刻」 

「Ｒの友」紹介 千葉 茂 雑誌委員長 

               新年度三役挨拶 

               第１回定例理事会 13：40～14：00 

    ２１日（火）移動例会 「龍宮の刻」 

               2019 年度会計報告/各委員長方針報告 

  ８月 ４日（火）移動例会 「龍宮の刻」 

「Ｒの友」紹介 千葉 茂 雑誌委員長 

               第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問 

               田邉一三様 

               第２回定例理事会 13：40～14：00 

    １１日（火）休  会 （定款による） 

    ２５日（火）移動例会 ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀 12：00～14：00 

               ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

               国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 久保田英男様 

 

 

   

 


