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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２８００回  ２０２０年 １１月 １０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      有本 親子 会員（１１月 １日生） 

           森   洋 会員（１１月 ５日生） 

           平林 祐樹 会員（１１月２４日生） 
入会記念日のお祝い  森   洋 会員（１９８３．１１.１１） 

｢出席報告｣ 

 (本日)11 月 10 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 

21 名 20 名 11 名 55.00％ 6 名 17 名 85.00％ 

（前々回)10 月 13 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 

21 名 20 名 13 名 65.00％ 3 名 16 名 80.00％ 

「メーキャップされた会員」 

10/20 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 前川永久会長 芹澤達之副会長 武藤修儀幹事 

10/24 第１回補助金説明会 髙田源太会員 

10/28 川崎北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 石井伸二会員 

mailto:info@yokosukakita‐rc.jp


 2 

10/29 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 福嶋義信会員 

11/6  横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｵｰﾌﾟﾝﾄｯﾌﾟﾊﾞｽの旅  

芹澤達之副会長 武藤修儀幹事 小菅健史会員 平林祐樹会員 

 

「ニコニコＢＯＸ」 

三役  皆様こんにちは。昼夜の寒暖差が激しい毎日となってきましたので 

体調にはくれぐれもご留意ください。今月は有本親子会員、森 洋会

員、平林祐樹会員 誕生日おめでとうございます。森 洋会員入会記

念祝いおめでとうございます。 

本日は「ﾛｰﾀﾘｰの友紹介」千葉委員長 宜しくお願い致します。 

平林祐樹会員 お誕生日をお祝い頂きありがとうございます 

佐々木佑倫会員 有本親子会員，森 洋会員、平林祐樹会員お誕生日おめでとうござ

います。森会員入会記念祝いおめでとうございます、 

飯倉正俊会員 有本親子会員、森 洋会員、平林祐樹会員お誕生日おめでとうござい

ます 

 千葉 茂委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介宜しくお願い致します。 

       前川永久会長地区大会報告宜しくお願い致します 

 

ニコニコＢＯＸの合計は 8,000 円(累計 140,000 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」 

・１０月２０日（火）第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会の報告です 

① RI の方針に７つ目の重点分野「環境保全」が出来ました 

② ２０２１年１月８日（金）開催予定の第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会は

中止となりました 

③ IM について、２月１９日（金）で実施の予定、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞを

検討する 

 

「幹事報告」 

◎RI 日本事務局より１１月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１０４円 

(現行１０５円)です 

◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より２０２３～２４年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾉﾐﾆｰ候補者提案  

に関する告知が届いております 

◎２０１９～２０年度青少年交換帰国報告会の映像が届いております。お時間のある

時にご覧ください   https://youtu.be/gRe1sUhBwas 

◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友１１月号 ②ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 ③１０月出欠表 

 

誕生日祝 

平林祐樹会員 

出席報告・ﾆｺﾆｺ報告 

飯倉正俊 SAA 

https://youtu.be/gRe1sUhBwas
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◎回覧 ①ｲﾝﾄﾞへの緊急国際支援要請に対するご協力のお礼 

②ｺﾛﾅ禍におけるｱﾝｹｰﾄ結果のご報告 

③三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報 ④横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報 

◎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  

◎次週例会１１月１７日（火）は移動例会「とんかつ勝」に１２：２０集合となっ 

ておりますのでご出席いただける会員の方は宜しくお願い致します 

◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会変更のお知らせ 

 日 時 １１月１９日（木）１２：３０ 

卓話 かながわ信用金庫三崎支店支店長 小林 浩会員 

 日 時 １１月２６日（木）１０：３０ ｼﾞｬｶﾞｲﾓ堀例会 三崎口駅近くｼﾞｬｶﾞｲﾓ畑 

                ＊芋の成長具合により変更となる場合あり 

 

 ｢スピーチ｣ 

「ﾛｰﾀﾘｰの友１１月号紹介  千葉 茂 委員長」 
 

横 P4 特集ﾛｰﾀﾘｰ財団月間 

    ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金を知ろう 

横 P18 どうなった？例会 

①新型ｺﾛﾅの例会への影響について 

    ②感染拡大予防のために講じた通常例会とは異なる会合形式について 

     ｵﾝﾗｲﾝ例会について 

    ③現在の例会の「感染予防対策について」 

縦 P4 世界で活躍する人材 ﾛｰﾀﾘｰ平和ｾﾝﾀｰ 

    国際基督教大学（ICU）前学長 日比谷潤子 

縦 P9 ｼﾘｰｽﾞこの人を訪ねて 

    島田隆夫さん（島田 RC） 

 

「地区大会報告」 

 日 時 ２０２０年１０月１８日（日）１４：００点鐘 

場 所 鎌倉芸術館 

 
【前川 永久 会長】  

久保田英男ｶﾞﾊﾞﾅｰより ｺﾛﾅ禍の中 開催された地区大会の

ため出席者は各ｸﾗﾌﾞ会長・幹事・会長ｴﾚｸﾄとし、規模は縮小さ

れました。今年のようなことは最初で最後であってほしいとお

っしゃっていました 

 

 

 

【武藤 修儀 幹事】 

 ｽﾑｰｽﾞな大会であったと感じました。新たなｽﾀｲﾙとしてこの

ような形もあっていいのではと思いました 
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【髙田 源太 会長ｴﾚｸﾄ】 

・今年の大会はｺﾛﾅ禍のため、飲食無し･ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽをとり、ﾋﾞﾃﾞｵﾚ 

ﾀｰを取り入れた新しい形の大会でした 

・久保田英男ｶﾞﾊﾞﾅｰより 佐藤祐一郎ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ（津久井中央）・ 

田島 透ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ（ふじさわ湘南）の紹介がありました 

・ﾎﾞﾙｶﾞｰ･ｸﾅｰｸ RI 会長よりのﾋﾞﾃﾞｵﾚﾀｰの紹介がありました  

今年度のﾃｰﾏ【機会の扉を開く】「奉仕の行いはその大小にかかわらず助けを必要と

する人たちのために機会を生み出すものであると私たちは信じている」「ｺﾛﾅ禍の中 

私たちのあらゆる活動がどこかで誰かのために機会の扉を開いています」 

・最後に久保田英男ｶﾞﾊﾞﾅｰより謝辞がありました  

 

～例 会 風 景～ 

 

行事予定 

〈クラブ〉  

２０２０年 

 １１月 ３日（火）休  会（国民の祝日） 

    １０日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30～ 

「Ｒの友」紹介 千葉 茂 雑誌委員長 

               報告 地区大会報告 

               第５回定例理事会 13：40～14：30 

    １７日（火）移動例会 とんかつ勝・JAMSTEC 12：20 集合 

    ２４日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30～ 

ﾛｰﾀﾘｰ財団月間卓話 地区財団資金推進委員会 

委員長 田後 隆二 様 

 １２月 １日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30～ 

               卓話 料理研究家 長谷川りえ様 

               第６回定例理事会 13：40～14：30 

     ８日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30～ 

「Ｒの友」紹介 千葉 茂 雑誌委員長 

報告 三役半期報告 

    １５日（火）移動例会 夜間例会 「嬉楽」18：30～ 

２０２１年 

  １月１２日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30～ 

「Ｒの友」紹介 千葉 茂 雑誌委員長 

 

                

                  

   

 


