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会

２０２０年 ８月 ４日『火曜日』横須賀北ＲＣ
例会場 「龍宮の刻」

「君が代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
前川 永久 会長
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
田邉 一三 様

ビジター
誕生日祝
入会記念日のお祝い

第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
田邉一三様

福嶋 義信 会員（1984.8.14）
伊与田あさ子会員（2010.8.10）

｢出席報告｣
(本日)8 月 4 日
出席対象
総数
数
22 名
21 名
（前々回) 7 月 7 日
出席対象
総数
数
22 名
21 名

出席数
13 名
出席数
14 名

出席率
61.90％
出席率
63.64％
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メークア
ップ
2名
メークア
ップ
3名

計
15 名
計
17 名

修正出席
率
71.43％
修正出席
率
80.95％

「メーキャップされた会員」
8/3 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
前川永久会長 芹澤達之副会長
8/3 地区国際社会奉仕委員会 髙田源太会員
「ニコニコＢＯＸ」
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 田邉 一三様
本日は第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐として伺わせて頂きました。
宜しくお願い致します
三役
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐田邉一三様 ようこそおいで下さいました。
ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
森 洋会員
暑中お見舞い申し上げます。田邉ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐お役目ご苦労様です
ご指導宜しくお願い致します。
石井伸二会員 田邉ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宜しくお願い致します。
福嶋義信会員 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、田邉一三様 本日は宜しくお願い致します
入会記念日をお祝い頂いて有難うございます。
「光陰矢の如し」３６年が経過しました。
伊与田あさ子会員 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐田邉一三様 本日ご指導宜しくお願いい
たします。入会記念日を祝って頂き有難うございます
小菅健史会員 田邉ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそ。本日宜しくお願いいたします
竹永 薫会員 本日は第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐田邉一三様 ようこそいらっしゃいま
した。ご指導宜しくお願い致します
平林祐樹会員 皆様こんにちは。第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐田邉一三様ようこそ。
本日は宜しくお願い致します。
飯倉正俊会員 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐田邉一三様 ようこそいらっしゃいました。
入会記念日の方々おめでとうございます
壹岐義史会員 田邉ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそ。本日は宜しくご指導ください
ニコニコＢＯＸの合計は 17,000 円(累計 57,000 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

入会記念日のお祝い
伊与田あさ子会員
福嶋義信会員

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」
本日も例会ご出席有難うございます。先日、芹澤副会長と横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへ
表敬訪問に行ってまいりました。例会場は新しくできた瀬戸神社社務所でとてもきれ
いでした。ｺﾛﾅ感染が落ち着かない状況ですので合同例会のことは暫く時間を置くと
いうことで話し合いをしてまいりました
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「幹事報告」
◎RI 日本事務局より８月のﾛｰﾀﾘｰレートは１㌦１０５円です(現行１０７円)
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①豪雨による九州被害地への義援金のお願いが届いております
②地区米山奨学ｾﾐﾅｰ＆ｶｳﾝｾﾗｰ研修会開催のお知らせ
日 時 ８月２２日(土)１５：００～１７：００
場 所 藤沢商工会議所ﾐﾅﾊﾟｰｸ６階「多目的ﾎｰﾙ１・２」
◎配布 ①「ﾛｰﾀﾘｰの友８月号」②確定申告用寄付金領収証（ﾛｰﾀﾘｰ財団）
◎回覧 ①ﾛｰﾀﾘｰの友手引書 ②横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
◎横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ例会のお知らせ受領
◎本日例会終了後定例理事会開催
◎次々週例会８月２５日（火）は ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問となっております
点鐘 １２：００ 場所 ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀
お間違えの無いよう宜しくお願い致します
｢スピーチ｣

【ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

田邉

一三 様】

本日は８月２５日（火）のｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問に先立ちまして補佐と
して訪問させて頂きました本年度のｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を務めさせていた
だきます、横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの田邉一三です。
始めに私の自己紹介の前にお詫びとお礼を申し上げます。
本来ですと前年の小林康記ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐に同行して前もってご挨拶
にお伺いするところでしたが、ｺﾛﾅ禍の現状を踏まえ、本日が第１
回目の訪問となりましたことお許しください。
前年度には、千葉前会長と共に横須賀市の新型ｺﾛﾅ感染症緊急対策基金に 横須賀
４ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞで皆様の浄財を寄付をさせて頂きました。心から感謝申し上げます
本日は森ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、福嶋ﾊﾟｽﾄ会長はじめ多くの先輩ﾛｰﾀﾘｱﾝの皆様の前でｶﾞﾊﾞﾅｰ補
佐としてお話をさせていただきますこと、甚だ僭越ですがお役目ですのでお許しくだ
さい
２０２０－２０２１年度ＲＩ会長ﾎﾙｶﾞｰ･ｸﾅｰｸ氏はﾄﾞｲﾂ、ﾍﾙﾂｵｰｸﾄｰﾑ・ﾗｳｴﾝﾌﾞﾙｸ･ﾒﾙﾝ･
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ所属です
本年度のＲＩ会長ﾃｰﾏは「ロータリーは機会の扉を開く」です
「楽しむための一番の方法は、協議会や国際大会のような大勢の会議であれ、奉仕ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄや例会であれ、皆が集まること(together)です。集まれば、より活動的になる
ことができます。ﾛｰﾀﾘｰのﾋﾞｼﾞｮﾝ声明の最初の一語がこの言葉（together）であるこ
とも驚くことではありません」と話されています。
【ﾛｰﾀﾘｰﾋﾞｼﾞｮﾝの声明では】
「私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い関係を生
むために、人々が手を取り合って行動する世界を目指しています。」とあります。
国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区 ２０２０－２０２１年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ 久保田英男氏のｶﾞﾊﾞ
ﾅｰ挨拶では、今年度ﾎﾙｶﾞｰ･ｸﾅｰｸ RI 会長は「ロータリーは機会の扉を開く」をﾃｰﾏに選
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びました。その扉は無数にあり、その鍵を持っているのは皆さんです。すでに一つ私
たちは新しい扉を開きました。まだまだたくさんある扉を、一緒に開き、その先にあ
る壮大な世界を一緒に体験しましょう。２０２０－２０２１年度がﾛｰﾀﾘｰにとって、
あなたにとって素敵な未来に向けて入り口でありますように。と申されております。
ｶﾞﾊﾞﾅｰの略歴は、すでにご案内の通りです
久保田英男ｶﾞﾊﾞﾅｰは地区目標として９項目をあげられました。
１． ＲＩ会長ﾃｰﾏ及びﾋﾞｼﾞｮﾝ声明・戦略（行動）計画・協調事項の推進
「ﾛｰﾀﾘｰのﾋﾞｼﾞｮﾝ声明」及び「ﾛｰﾀﾘｰの戦略的優先事項」
「ﾛｰﾀﾘｰの中核的価値観」
の理解と周知を徹底する。そして５年後どのようなｸﾗﾌﾞになりたいかを自問し
ｸﾗﾌﾞが会員により多くの価値をもたらす方法を考える為の「ｸﾗﾌﾞ戦略（長期）
計画会議」の実施を推奨いたします。
２．ＲＩﾛｰﾀﾘｰ賞への積極的なﾁｬﾚﾝｼﾞ
ﾛｰﾀﾘｰ賞の各項目は、客観的に自ｸﾗﾌﾞを評価できるように設計されているの
で、ｸﾗﾌﾞの強み弱みを把握できる利点があるので、ｸﾗﾌﾞの活性化に積極的に
活用してほしい
３．会員増強・会員維持・ｸﾗﾌﾞ拡大
①地区会員数を２０２１年７月１日時点で、２５００人以上に
②女性会員比率の向上
③新ｸﾗﾌﾞ（衛星ｸﾗﾌﾞ等を含む）の拡大
４．青少年育成の推進
①ｲﾝﾀｰｱｸﾄ､ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞへの支援及び協力の強化。また、ﾛｰﾀﾘｰ賞受賞に
向け、指定された項目をｸﾗﾌﾞで実行するよう奨励する。
②ｲﾝﾀｰｱｸﾄ､ﾛｰﾀｰｱｸﾄの新ｸﾗﾌﾞ拡大・・・厳しい状況
③RYLA 開催（若い世代のﾘｰﾀﾞｰを育成・発掘）・・・本年度は実施せず
④青少年交換事業の理解と協力・・・本年度は実施せず
５．ｸﾗﾌﾞの戦略（長期）ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定の推進
戦略計画を基礎として、各ｸﾗﾌﾞでは、今後５年間程度の中期ﾋﾞｼﾞｮﾝを策定し
ｸﾗﾌﾞの将来のあるべき姿を描き、その実現に向けての行動計画を立てていた
だきたい。その為に、戦略計画委員会または長期計画委員会等を立ち上げ、
より活発に活動して頂きたい。
６．奉仕活動推進のためのﾛｰﾀﾘｰ財団への年次寄付
目標１：地区年次寄付 50 万㌦
目標２：ｾﾞﾛｸﾗﾌﾞｾﾞﾛの継続と全会員寄付の達成
目標３：恒久基金 70,000 ㌦増
（目安）
年次寄付 200 ㌦/１名
恒久基金 1,000 ㌦以上/１ｸﾗﾌﾞ
７．米山奨学会寄付
寄付目標：5000 万円（20,000 円以上/１名） 普通寄付+特別寄付
８．ﾎﾟﾘｵ根絶の推進
〇ﾎﾟﾘｵ根絶ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ促進、ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰの実施
〇ﾎﾟﾘｵ寄付の推進（目標 100,000 ㌦（40 ㌦/1 人）
９．『1 ｸﾗﾌﾞ 1 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ』の継続と奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援
2019-20 年度地区方針「1 ｸﾗﾌﾞ 1 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」を継続し推奨するとともに奉仕
活動・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施のｸﾗﾌﾞ支援体制を整える
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行事予定
〈クラブ〉
２０２０年
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
９月 １日（火）移動例会 「龍宮の刻」
「Ｒの友」紹介 千葉 茂 雑誌委員長
６０周年記念事業について
第３回定例理事会 13：40～14：00
８日（火）休
会 定款による
１５日（火）移動例会 「龍宮の刻」
ｺﾛﾅ感染対策について 各会員
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