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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  小出 純子  

 

 

第２８０７回 ２０２１年 ４月 ６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  入会予定者 金井 秀樹 様 

ビジター 

誕生日祝        

小菅 健史 会員（３月 １日生）  福嶋 義信 会員（４月１９日生） 

    石井 伸二 会員（４月２３日生）  佐々木佑倫 会員（４月 ４日生） 

入会記念日のお祝い   

有本 親子 会員（２０１６年３月１日）鈴木 達治 会員（１９９４．４．２６） 

    片平 修一 会員（２０１２．４． １）山田 秀雄 会員（２０１２．４． １）

前川 永久 会員（２０１４．４．２２）飯倉 正俊 会員（２０１６．４．１９） 

平林 祐樹 会員（２０１７．４．１１） 

｢出席報告｣ 

 (本日)4 月 6 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 

19 名 18 名 15 名 83.33％ 1 名 16 名 88.89％ 

（前々回)12 月 15 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％ 2 名 15 名 75.00％ 

入会予定者 

金井 秀樹 様 

mailto:info@yokosukakita‐rc.jp
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「メーキャップされた会員」 

12/21 地区指名委員会・諮問委員会 森 洋会員 

3/13 PETS ZOOM 会議    髙田源太会員 

 

「ニコニコＢＯＸ」 

三役  皆様こんにちは。緊急事態宣言は解除されましたが気を緩めることの

できない日々をお過ごしかと思います。このように例会を開催できる

ことが有難く、嬉しくあります。本日は PETS 報告を髙田会長ｴﾚｸﾄ

宜しくお願いします。また多くの会員の皆様、誕生日祝、入会記念日

のお祝いおめでとうございます 

森  洋会員 久し振りに例会に参加しました 

福嶋義信会員 皆さんお久しぶりです。これからも宜しくお願い致します 

お誕生日を祝って頂いて有難うございます。 

伊澤会員色々お世話になりました。金井秀樹様どうぞ宜しくお願いい

たします 

石井伸二会員 誕生日を祝って頂いて有難うございます。 

小菅健史会員 誕生日を祝って頂いて有難うございます。 

前川永久会員 入会記念日をお祝いして頂いて有難うございます。 

片平修一会員 入会記念日を祝って頂き有難うございます。 

佐々木佑倫会員 本年度も宜しくお願い申し上げます。誕生祝有難うございます 

飯倉正俊会員 PETS 報告 高田会長ｴﾚｸﾄ宜しくお願いいたします。 

伊澤会員色々とお世話になりました。金井秀樹様どうぞ宜しくお願い

いたします。入会記念を祝って頂いて有難うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸの合計は 20,000 円(累計 224,000 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」 

・ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山奨学会寄付について後程理事会で話し合いたいと思っています 

・千葉 茂会員が３月３１日付で退会されました 

・伊澤直樹会員が転勤のため３月３１日付で退会されました。新しく金井秀樹さんが

追浜支店長として赴任され、当ｸﾗﾌﾞに入会して頂くことになりました 

 

 

誕生日祝           入会記念日祝い    米山奨学会より委嘱状 

小菅健史会員 福嶋義信会員         前川永久会員      ｶｳﾝｾﾗｰ  

 石井伸二会員    佐々木佑倫会員 片平修一会員 飯倉正俊会員  佐々木佑倫会員 
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「幹事報告」 

◎ＲＩ日本事務局より４月のﾛｰﾀﾘｰレートは１㌦１１０円です 

◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より次年度ｸﾗﾌﾞ幹事研修会開催のご案内 

 日 時 ５月１５日（土）１５時～１７時 

 場 所 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大状況を鑑みて、後日ご案内致します 

◎米山奨学会より当ｸﾗﾌﾞ並びにｶｳﾝｾﾗｰに委嘱状とｶｳﾝｾﾗｰﾌﾞｯｸが届いております 

◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友４月号 

◎回覧 ①米山梅吉記念館「館報」②横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報 

◎横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領 

◎本日例会終了後定例理事会を開催致します。関係理事の方は宜しくお願い致します 

◎４月１日付で第４期会費のご請求をさせて頂きましたので 宜しくお取り計らい

の程お願い申し上げます 

 

「委員会報告」 

 ｢スピーチ｣ 

【PETS 報告 髙田 源太 会長ｴﾚｸﾄ】 

 
国際ﾛｰﾀﾘｰ 第 2780 地区 2021-2022 年度の PETS が開催さ

れましたのでご報告いたします。 

開催日は、2021 年 3 月 13 日（土）ｵﾝﾗｲﾝ形式（ZOOM）を利用

しての開催となりました。 

私は点鐘時間の 15 分前からﾛｸﾞｲﾝをしてｽﾀﾝﾊﾞｲしていたので、

すんなりと参加することができましたが、開始時刻近くなると、

ｱｶｳﾝﾄ名（ｸﾗﾌﾞ名+名前）の変更がわからないやら、何処何処のｸﾗﾌﾞの方がﾛｸﾞｲﾝでき

ないなど、少々あわただしいさもありました。ご設営にあたった皆様方はさぞご苦労

されたかと頭が下がります。 

さて、少し話が前後いたしますが、今回の PETS ですが、会長ｴﾚｸﾄに関しては、事

前研修と称して、Web 上で RI 会長方針を受講（1 時間 16 分）することになっていて、

必須講習として「ｸﾗﾌﾞ会長の基本」と「ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｾﾝﾄﾗﾙのﾘｿｰｽ」を視聴し、さらに

選択講習から 3 項目選択して視聴します。 

これが 1 本 1～2 時間のものから 4 時間くらいのものまでとんでもないﾎﾞﾘｭｰﾑになっ

ています。その後、3 月 13 日に行われた 2780 地区を含む 6 地区合同のﾐｰﾃｨﾝｸﾞとな

りました。 

また、日を改めて 3 月 21 日（日）に第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟで PETS 分科会も開催されました。 

こちらも ZOOM を利用して、次年度第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟのｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の横須賀 RC 北村さん

が進行役を務めて、おもに 2780 地区の行動指針についてﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝがなされました。

後ほど、配布資料をご一緒にご覧いただきたいと思います。 

 

まず始めに、ｵﾝﾗｲﾝ合同研修について簡単にご案内いたします。 

伊澤直樹様 

4/1 付で中山支店

に赴任しました。 

お世話になりま

した 

金井秀樹様 

保土ヶ谷支店より赴

任して参りました宜

しくお願い致しま

す。 
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今回のｵﾝﾗｲﾝ合同研修の一番の目玉は、2021-2022 RI 会長ｴﾚｸﾄ ｼｭｶｰﾙ・ﾒｰﾀ氏がｵﾝ

ﾗｲﾝで特別講演を行いました。実際講演では同時通訳がなかったので何をお話しされ

ているのかさっぱりわかりませんでした。後日、Movie の字幕をみて、とても良いこ

とをおっしゃっていたのでご紹介いたしました。 

 

（以下講演内容） 

実りある 1 年にするべく、ﾋﾞｼﾞｮﾝ、夢をいだいてください。そして目標に向かって

ﾒﾝﾊﾞｰのやる気を引きだしてください。目標とは会員を増やして組織の成長をはかり

世界に奉仕することでｲﾝﾊﾟｸﾄを大きくすることです。 

ﾒｰﾀ氏の自説は、Do more, grow more!!「もっと行動し、もっと成長しよう」です。 

「もっと行動し」とは、より大規模でｲﾝﾊﾟｸﾄのある奉仕活動を意味し、「もっと成長

しよう」とは、会員を増やし参加者の基盤を広げることを意味します。 

次年度のﾃｰﾏは、Serve to change lives 「奉仕しよう みんなの人生を豊かにす

るために」です。ﾛｰﾀﾘｱﾝとﾛｰﾀｱｸﾄの意欲を引き出してください。他のﾛｰﾀﾘｱﾝやほかの

団体・企業と手を取り合って地域社会にｲﾝﾊﾟｸﾄを与えるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを実施してください。

多くのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで多くの人々の人生を豊かにしてください。 

人のために生き、世話をし、奉仕することで誰かの人生を豊かにすることは最高の

生き方です。ただ続けるだけではなくもっと大きな夢を抱かなくてはいけません 

大きなｲﾝﾊﾟｸﾄを実現するためには多くの会員が必要です。そのために準備を整えな

ければいけません。私たちのﾋﾞｼﾞｮﾝは、「each one bring one」130 万人の会員、そし

てそのための計画は、MSG を多くの会員に伝えること責務としていただきたい。若

い会員や女性会員を増やしてください。会員の維持も会員を増やすことと同じくらい

重要です。 

 

会長の仕事は、会員の自尊心を刺激すること、会員の意欲を引き出してください。

ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝを与え、希望をあたえてください。失敗を恐れずに。 

ｱﾌﾞﾗﾊﾑ･ﾘﾝｶｰﾝはやろうとしたことのほぼすべてを失敗しました。そしてやったこと

のすべてに成功しました。ですから、大きな夢を抱き思い切ってやってみてください。

こうも言っていました。船は港にいれば安全ですが、船の目的は港にいることではあ

りません。大海に出てこそ船の目的が成就されます。会員の皆様、人生とは冒険であ

りﾒﾝﾃﾅﾝｽではありません。 

 

Are you ready!!  

大きなﾁｬﾚﾝｼﾞに立ち向かう準備はできていますか。奉仕する準備ができていますか。

みんなの人生を豊かにする準備ができていますか。私は準備ができていいます。出で

て奉仕しみんなの人生を豊かにしよう！ 

 

では最後に、2780 地区の行動指針について一緒に共有いただきたいと思います。 

行動目標と地区ﾋﾞｼﾞｮﾝ、そして数値目標です。 

（資料参照） 
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行事予定 

〈クラブ〉  

２０２１年 

  ４月 ６日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30～ 

PETS 報告 髙田源太会長ｴﾚｸﾄ 

第８回定例理事会 13：30～14：30  

    １３日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30～ 

               卓話 片平修一会員 

               第 4 回ｸﾗﾌﾞ協議会 

    ２０日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30～ 

               第 4 回ｸﾗﾌﾞ協議会「60 周年記念事業について」 

               竹永 薫委員長 

  ５月 ４日（火）休  会（国民の祝日） 

    １１日（火）通常例会 ﾛｰﾀﾘｰの友紹介 小出純子雑誌委員長 

               地区研修・協議会報告 

               第９回定例理事会 13：30～14：30 

    １８日（火）通常例会 新会員卓話 金井秀樹会員 

               米山奨学生郭育婷（ｶｸ ﾕｳﾃｨﾝ）さん来会 

    ２５日（火）通常例会 ｸﾗﾌﾞ協議会 「次年度のための」 

                  

   

 


