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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２８１０回 ２０２１年 ５月 １１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     前川 永久 会員（５月３０日生） 
入会記念日のお祝い 小出 純子 会員（２０１１年５月１０日） 

｢出席報告｣ 

 (本日)5 月 11 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 14 名 73.68％ 3 名 17 名 89.47％ 

（前々回)4 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 

19 名 18 名 13 名 72.22％ 2 名 15 名 83.33％ 

 

「メーキャップされた会員」 

4/24 地区研修協議会（分科会）ﾏｲ・ﾛｰﾀﾘｰ・ﾛｸﾞｲﾝ 

   髙田源太会員 佐々木佑倫会員 前川永久会員  

飯倉正俊会員 平林祐樹会員 芹澤達之会員   

福嶋義信会員 石井伸二会員 森 洋会員 

誕生日祝      入会記念祝 

前川永久会長    小出純子会員 

壹岐義史 

副 SAA 
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「ニコニコＢＯＸ」 

三役 明日からマン防になりますので、皆様 お元気で  

お過ごしください。 

小出副委員長、髙田会長ｴﾚｸﾄ ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い

致します 

前川永久会員 誕生日をお祝い頂き有難うございます 

小出純子会員 入会記念日を祝って頂いて有難うございます。 

福嶋義信会員 小出会員、入会 10 年おめでとうございます 

金井秀樹会員 ｺﾛﾅ禍が中々終息しませんが体調にご留意頂き、本日も宜しくお願い

致します 

飯倉正俊会員 前川会長お誕生日おめでとうございます。小出会員、入会記念おめで

とうございます。またﾛｰﾀﾘｰの友紹介宜しくお願い致します 

 

ニコニコＢＯＸの合計は 10,000 円(累計 253,000 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」 

・明日からマン防ということになりました。第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟの他のｸﾗﾌﾞは今のところ通常

通り例会を行うということですので、当ｸﾗﾌﾞも引き続き通常例会ということで行い

たいと思います。また状況が変わりましたら改めましてご連絡させて頂きます 

・ｵﾝﾗｲﾝでの地区・研修協議会は無事終了致しましたでしょうか。後程報告を宜しく

お願い致します  

 

「幹事報告」 

◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より 

①下記会員の方へ２０２１－２０２２年度地区役員・委員会委員ご就任委嘱状受領 

   ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ／地区諮問委員会委員   森   洋 会員 

   地区公共ｲﾒｰｼﾞ委員会委員  前川 永久 会員 

   地区会員増強維持拡大委員会委員 武藤 修儀 会員 

   ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会委員   石井 伸二 会員 

②米山奨学生と同窓生の集い開催のご案内 

   日 時：５月２３日（日）12：30～13：00 受付・登録 

               13：00～13：20 主催者挨拶・趣旨説明 

               13：20～14：20 記念公演 

                「よねやま親善大使ｳｫｰﾀｰｽﾞ・ｶﾚﾝ･ｼﾞｭﾘｱ」 

14：20～16：30 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

   場 所 平塚ﾗｽｶﾎｰﾙ６階 神奈川県平塚市宝町 1-1 会場 TEL0463-22-0234 

◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・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 

◎回覧 ①2021 年ﾊﾞｰﾁｬﾙ国際大会のご案内 ②横須賀西・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報 

◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友 5 月号 

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

◎RI 日本事務局より５月のﾛｰﾀﾘｰレートは㌦１０９円（現行１１０円）です 

 

飯倉正俊SAA 
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｢スピーチ｣ 

【ﾛｰﾀﾘｰの友５月号紹介 小出 純子 雑誌副委員長】 
～青少年奉仕月間～ 

横 P7－15 あなたのｴｰﾙで輝く若人 

横 P18-21 新型ｺﾛﾅ体験 得たこと失ったこと 

横 P21-25 ｶﾞﾊﾞﾅｰのﾛｰﾀﾘｰ・ﾓﾒﾝﾄ 

横 P26-27 世界中のﾛｰﾀﾘｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

横 P33-39 連載ｺﾐｯｸ 

縦 4-8   子供たちの健やかな心を育む 

      (社医)あさかﾎｽﾋﾟﾀﾙ理事長・院長 佐久間 啓氏 

縦 9-12  にんじんｼﾞｭｰｽの風雲児 潮田 武彦氏（下館ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

縦 13   卓話の泉 睡眠力を鍛える 

縦 16   友愛の広場 

 

 

【地区研修・協議会報告】 

 【髙田源太会長ｴﾚｸﾄ】 
 4 月 18 日に昨年同様 全体会議がﾕｰﾁｭｰﾌﾞで行われ 24 日から 

分科会に参加していただいて終了という形でした 

 各部門ごとに報告して頂きます 

 

「ｸﾗﾌﾞ管理運営部門 前川 永久 委員長」 
大隅秀仁管理運営委員会委員長（相模原ﾆｭｰシティﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

常にｸﾗﾌﾞ全体を管理しながら、ｸﾗﾌﾞの効果的で円滑な運営を行う 

柔軟性を取り入れたｸﾗﾌﾞ運営 

2021 年 2 月末時点の地区内ｸﾗﾌﾞ例会開催状況 

休会中：約 75％ 

ﾘﾓｰﾄを活用して例会を開催中：約 25％ 

ﾘﾓｰﾄ例会を開催できない理由 

例会休会中の会員維持 

例会の休会が続けば会員維持はこれまで以上に厳しくなる。少しでも会員同士が

交流できる環境を創出。ﾘﾓｰﾄ活用はｸﾗﾌﾞの判断 

ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会が中心的役割を担っている 

 

「公共ｲﾒｰｼﾞ委員会 飯倉 正俊 委員長」 
2007－2010 年度には 7 つあった優先項目が、2010 年 7 月より 3 つの優先項目と 

5 つの中核的価値観で構成されました 

3 つの優先項目 

1． ｸﾗﾌﾞのサポートの強化 

2． 人道的奉仕の重点化と支援 

3． 公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上 

人道的奉仕を行う⇒公共ｲﾒｰｼﾞが向上する⇒支援者が増え、会員増強にもつな

がる（ｸﾗﾌﾞのｻﾎﾟｰﾄと強化）⇒人道的奉仕がさらに進む、 

このｽﾊﾟｲﾗﾙに必要なことが、公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上そのものです 
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「会員増強・会員維持部門 平林 祐樹 委員長」 
会員増強のためには、個人情報の管理を徹底しなければいけない

と思います 

 

 

「米山奨学・学友部門 福嶋 義信 委員長」 
米山奨学生のｶｳﾝｾﾗｰを経験したことが良い経験でした 

これからも協力していきたいと思います 

 

 

 

「ﾛｰﾀﾘｰ財団部門 石井 伸二 委員長」 
ﾛｰﾀﾘｰ財団のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金ではなくて地区補助金を利用して 

ｸﾗﾌﾞの活動を計画してほしいと思います 

「ﾏｲ・ﾛｰﾀﾘｰ」の中身を今一度勉強して活用していきましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定 

〈クラブ〉  

２０２１年 

  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 

               ｹﾞｽﾄ 米山奨学生 郭育婷（ｶｸ ﾕｳﾃｨﾝ）さん 

    ２５日（火）通常例会 ｸﾗﾌﾞ協議会 「次年度のための」 

  ６月 １日（火）通常例会 ﾛｰﾀﾘｰの友紹介 小出純子雑誌委員長 

               ｸﾗﾌﾞ協議会  

               第１０回定例理事会 13：30～14：30 

     ８日（火）休  会  

    １５日（火）通常例会 ｹﾞｽﾄ 米山奨学生 郭育婷（ｶｸ ﾕｳﾃｨﾝ）さん 

    ２２日（火）通常例会 今年度委員会委員長報告 

               退任三役挨拶 

                  

   

 


