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横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
中田勇一様 青柳裕易様

壹岐 義史 会員（７月 ３日生）
伊与田あさ子会員（７月 ６日生）
鈴木 達治 会員（７月 ９日生）
千葉
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入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)7 月 7 日
出席対象
総数
数
22 名
21 名
（前々回)6 月 30 日
出席対象
総数
数
24 名
24 名

お誕生日祝
壹岐義史会員 伊与田あさ子会員

出席数
14 名
出席数
14 名

出席率
63.64％
出席率
60.87％
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計
16 名

修正出席
率
80.95％
修正出席
率
66.67％

「メーキャップされた会員」
7/9
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 前川永久会長 芹澤達之副会長 髙田源太副幹事
7/10 東京西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
森 洋会員
「ニコニコＢＯＸ」
三役
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田会長、並びに青柳幹事ようこそおいでくださ
いました。本日の例会も宜しくお願い致します
森
洋会員 横浜金沢ＲＣ中田会長、青柳幹事ようこそおいで下さいました。
福嶋義信会員 横浜金沢ＲＣ中田会長、青柳幹事さん、ようこそ
伊与田あさ子会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 中田勇一様、幹事 青柳裕易様 よう
こそいらっしゃいませ
誕生日をお祝い頂き有難うございます
小菅健史会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田会長 青柳幹事 ようこそいらっしゃいまし
た。宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 中田勇一様、幹事 青柳裕易様ようこそい
らして頂きました
佐々木佑倫会員 中田様、青柳様 本日はありがとうございます。
７月のお誕生日の方々おめでとうございます
伊澤直樹会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田会長、青柳幹事本日は宜しくお願い致します
壹岐義史会員 誕生日をお祝い頂き有難うございます。
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ中田会長 青柳幹事 ようこそ
ニコニコＢＯＸの合計は 23,000 円(累計 40,000 円)
財団ＢＯＸの合計は 13,000 円（累計 13,000 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
出席報告
飯倉正俊 SAA

ﾆｺﾆｺ報告
壹岐義史副 SAA

「会長あいさつ」
・例会場のかながわ信用金庫借用にあたり、ﾏｽｸ着用・消毒・会
食の件等、検討事項があります。８月の理事会で話し合いを持
ちたいので宜しくお願いします
「幹事報告」
◎ＲＩ日本事務局より２０２０年上半期人頭分担金のお願いが届いております
◎ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会より上期普通寄付金のお願いが届いております
◎横須賀ＲＣ・三浦ＲＣ・横須賀西ＲＣ・横須賀南西ＲＣより例会のお知らせ受領
◎回覧 ①ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書（三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
②横須賀西ＲＣ・横須賀南西ＲＣ週報 ③ﾊｲﾗｲﾄよねやま No244
④「２０１９－２０年度青少年交換学生収支報告」
◎配布 ①ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信１２号 ②２０１９年度収支会計報告
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横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
〈会長 中田 勇一 様〉
こんにちは！会員も少なくなり役職を決めるのがなかなか難し
くなってきております。例会場が瀬戸集会所より瀬戸神社社務所
に代わりました。新しくなりましたのでどうぞ皆さんいらしてく
ださい
〈幹事 青柳 裕易 様〉
中田会長のもと一年間出来る限りのことをしていきたいと思っていますので宜し
くお願い致します
｢スピーチ｣

【２０１９年～２０２０年度収支決算報告

伊澤直樹会計】

伊澤直樹会計より「２０１９～２０２０年度収支決算報告」につい
て資料に基づき詳細なご説明があり例会にて承認されました

【ｸﾗﾌﾞ委員会今年度方針】
〈ＳＡＡ委員会〉飯倉 正俊 委員長
例会の会場において 意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励
しつつ秩序正しく能率的で有意義な例会とする。
昨年度と同様の事業計画ですが、ﾆｺﾆｺのほうのご協力を宜しくお願
い致します
〈会計〉伊澤直樹会計
理事会により承認された予算に基づき、会計は各費目の予算額と
支出額について、常に会長・幹事・理事会及び各委員長と緊密な
連絡をとる。昨年と同様の事業計画ですが一年間よろしくお願い致
します
〈ｸﾗﾌﾞ研修委員会〉森 洋 委員長
１９３５年、ﾛｰﾀﾘｰの創始者ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽはある本に
“世界は絶えず変化している。我々も世界と共に変化する心構えをも
たなければならない”と書き記されました
今から８５年前の話です。
今年はｸﾗﾌﾞ研修委員会を開きながらｸﾗﾌﾞの歴史を紐解き、なおかつ
大きく変化するﾛｰﾀﾘｰの活動について皆さんとともに議論をしなが
ら時代に合った形での研修委員会を実施していきたいと思ってい
ます。ご協力宜しくお願い致します
〈ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会〉小菅 健史 委員長
基本方針・事業計画につきましては活動計画書の通りです
ｺﾛﾅ感染の収まらない中での例会場確保等問題はありますが、昨今の状況を踏まえ
ながら例会を開催していきたいと思っていますので宜しくお願い致します。
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〈会員増強・維持委員会〉髙田 源太 委員長
今年度会員数 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟは昨年度に比べて８６名のﾏｲﾅｽで始まっ
ています。 当ｸﾗﾌﾞも前年度初めより５名減で始まりました
危機感をもって会員増強について考えていきたいと思っています。
当ｸﾗﾌﾞ作成の入会案内「ようこそﾛｰﾀﾘｰ」更新いたしましたので
ご利用いただきご協力宜しくお願い致します
〈奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会〉平林 祐樹 副委員長
来年 創立６０周年を迎えるに当たり記念事業や式典についての
検討・準備を行っていきたいと思っています。
〈職業奉仕員会〉福嶋 義信 委員長
・激変する国際情勢の変化に対応できるよう副委員長の仕事を通し、
国際状況について理解を深める
・社会の要請「働き方改革」
「障害者雇用」｢女性活躍｣に対応出来る
様、職場見学・研修を実施する
・会員各自の職業を理解し、奉仕の理想実現に努める
〈社会国際奉仕委員会〉飯倉 正俊 委員長
・社会・国際奉仕において、行動を通じ、様々な人々とのつながりや地域社会での
つながりを広げるよう努力をし、可能性を指し示し、到達する意欲を引き出す。
・毎年秋に開催している「ｼﾆｱのための健康講座」については、世の中の状況を見
ながら時期を考慮していく
〈ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会〉壹岐 義史 委員長
国際ﾛｰﾀﾘｰの最優先項目はﾎﾟﾘｵの撲滅であります。
しかしながら、世界情勢が混沌としているためか、残念ながら従来の
ﾎﾟﾘオ常在国、ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ・ﾊﾟｷｽﾀﾝに加え、新たにﾅｲｼﾞｪﾘｱが加わり現在
３カ国になってしまいました。ﾎﾟﾘｵ撲滅を実現するために、ｸﾗﾌﾞ会員
に協力をして頂き、１日でも早く目的を達成するよう努力いたします
１．地区の目標額１人当たり２００㌦以上の推進
２．ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ基金１人当たり４０㌦以上の推進
３．ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ１人以上の実現
４．ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾍの協力
〈新世代・青少年交換委員会〉山田 秀雄 委員長
新世代奉仕とは、２０１０年ＲＩ規定審議会で第５の奉仕部門と
して付け加えられており、ﾛｰﾀﾘｰとしてどのように関わるか、どの
ような奉仕が出来るのかよく検討し事業を行っていく
１．会員と新世代の交流の場を作る
２．他団体の支援活動に協賛を行い、横須賀北ｸﾗﾌﾞのとしての
地域の義務を果たす。
３．他ｸﾗﾌﾞの新世代ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを把握し、各会員が関心を持ち、意識を高める
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