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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２８１３回 ２０２１年 ６月 １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     山田 秀雄 会員（６月４日生） 

          片平 修一 会員（６月２７日生） 

          髙田 源太 会員（６月１４日生） 

入会記念日のお祝い 髙田 源太 会員（２０１６.６．７） 

｢出席報告｣ 

 (本日)6 月 1 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 

20 名 19 名 14 名 73.68％ 2 名 16 名 84.21％ 

（前々回)5 月 18 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 

20 名 19 名 13 名 68.42％ 3 名 16 名 84.21％ 

 

「メーキャップされた会員」 

 

誕生日祝 

片平修一会員 髙田源太会員 

mailto:info@yokosukakita‐rc.jp
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「ニコニコＢＯＸ」 

三役  皆様こんにちは。いよいよ本年度の最終月を迎えま

した。本日を含め残り３回の例会宜しくお願い致し

ます。 

山田会員、片平会員、髙田会員,御誕生日おめでとう

ございます。 

本日は「ﾛｰﾀﾘｰの友紹介」を小出副委員長 次年度委員会事業方針を

高田会長ｴﾚｸﾄ並びに各委員長の皆様 宜しくお願い致します 

 

髙田源太会員 ﾛｰﾀﾘｰの友紹介小出副委員長 宜しくお願い致します。 

委員長の皆様 事業方針宜しくお願い致します。 

誕生日、入会記念日を祝って頂いて有難うございます。 

片平修一会員 誕生日祝い有難うございます。 

小出純子会員 ｺﾛﾅ禍での６月 今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

佐々木佑倫会員 山田会員、片平会員、髙田会員お誕生日おめでとうございます 

金井秀樹会員 本日もよろしくお願いいたします 

ニコニコＢＯＸの合計は 13,000 円(累計 288,000 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」 

・本年度の例会も残すところあと２回となりました。第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会も１０日が最 

後となります。ｺﾛﾅ感染蔓延防止も２０日まで延長されましたが、予定通り例会が 

開催されることを願っております。  

「幹事報告」 

◎横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより６月の例会のお知らせ受領 

◎配布 「ﾛｰﾀﾘｰの友 6 月号」 

◎回覧 ①「社協おっぱま」②親睦活動月間 ﾘｿｰｽのご案内 

◎本日例会終了後定例理事会（現・次）を開催いたします。 関係理事の方は宜しく

お願い致します 
 

 

 

 

 

 ｢スピーチ｣ 

【ﾛｰﾀﾘｰの友６月号紹介 小出 純子 雑誌副委員長】 

 

環境ﾛｰﾀﾘｰの重点分野 
 ﾛｰﾀﾘｰの新しい重点分野は、環境に悪影響を及ぼす問題を総合的に

解決することに焦点を当てています。世界を変える行動人として、

私たちの地球に測定でき持続可能な好ましい影響を与えることが

出来るﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに取り組みましょう 

横 P3 RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ 

今年度私たちはﾛｰﾀﾘｰのあり方を改めて考える新たな機会を得ました。長年 

私たちはﾛｰﾀﾘｰを柔軟で適応力のある組織にしようと議論を重ねてきましたが

髙田 源太会員 

入会して５年目 

6 年目となる年に会長を務めさせて頂きます 

宜しくお願いいたします 



 3 

今回は誰もが試みそして成功を収めたのです。今やどのｸﾗﾌﾞでもｵﾝﾗｲﾝ会合は

取り入れられ世界中から例会にｹﾞｽﾄを招いています。 

横 P7-17 私たちの自然の中で 

   ﾘｻｲｸﾙ･ｿｰﾗｰﾗｲﾄ・水の迂回路・水の保全・持続可能な農業・ｴｺｽﾄｰﾌﾞ 

ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ 

横 P22-25 侃侃諤諤（kan kan gaku gaku） 
新型ｺﾛﾅ体験 得たこと失ったこと 

縦 P4 

悠久の省内海岸林クロマツと歩む私の人生  

樹木医・松保護士 梅津勘一 

縦 P9 ｼﾘｰｽﾞ この人を訪ねて 

中島 仁実さん（釧路北 RC） 

 

【次年度各委員会事業方針】 
【ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会（例会担当・親睦） 前川永久委員長】 

 横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ基本方針に則り、有意義で魅力ある例会を  

企画する。また、会員相互の親睦を深めることを目的とした  

諸々の活動を実施し、ｸﾗﾌﾞ活性化を図るよう努めていく。 

１． 通常例会では、会員および各分野、業界からの講師を含め、

有意義で楽しい例会を企画する。また横須賀市北部地区の文化的遺産や歴史

等を学べる例会を企画する。 

 ２． 夜間例会や移動例会では、会員相互の親睦を深め、ｸﾗﾌﾞがより活性化するよ

うな例会を企画する。 

 ３． 各委員会と連携し、例会の充実と出席率向上を目指す。 

 ４． 会員の家族を含めた新年会、春の旅行等を実施する。 

 ５． 他ｸﾗﾌﾞ、他団体との交流事業等の開催。 

  

【会員増強・会員維持委員会 平林祐樹委員長】 

ｺﾛﾅ感染状況を見ながら例会の内容を深いものとしたいと思って

います。会員増強目標は２名です。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 竹永 薫委員長】 

昨年に引き続き委員長を務めます。ｺﾛﾅ感染が終息しておりません

が６０周年につきましては来年を目標に計画していきたいと思っ

ています 

 

【職業奉仕委員会 壹岐義史委員長】 

ﾛｰﾀﾘｰの理念に基づき会員各自の職業倫理の向上を図るとともに

社会の要請に対応できるよう活動しようと思います 

 

【米山奨学委員会・新世代・青少年交換委員会 福嶋義信委員長】 

佐々木佑倫副委員長と共に委員会活動を行っていきます。 

２０２１年度は米山奨学生の世話ｸﾗﾌﾞとなっておりますのでｸﾗﾌﾞ

としてのご協力も宜しくお願い致します 
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【髙田源太会長ｴﾚｸﾄ】 

２０２１年度は当ｸﾗﾌﾞ６０周年となります。この節目となる年を意

義ある年にしたいと思っております。一年を通じて皆様のご協力を

宜しくお願いいたします 

① 歴史を振り返ってｸﾗﾌﾞのことをよく知りたい。一年を通じて感

じていきたい 

② 会員増強に力を入れていきたい 

③ 例会は月３回ですが、会員同士の親睦を深めるために、各委員会と連携・協力し

ながら充実した楽しい例会を開催していきたい 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定 

〈クラブ〉  

２０２１年 

  ６月 １日（火）通常例会 ﾛｰﾀﾘｰの友紹介 小出純子雑誌副委員長 

               各委員会事業方針報告 

               第１０回定例理事会（現・次） 13：30～14：30 

     ８日（火）休  会 （定款による） 

    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 退任三役挨拶 今年度委員会事業報告 

  ７月 ６日（火）通常例会 ﾛｰﾀﾘｰの友紹介 飯倉正俊雑誌委員長 

               新年度三役挨拶  

               第１回定例理事会 13：30～14：30 

    １３日（火）通常例会 卓話 福嶋義信会員 

    ２０日（火）通常例会 卓話 森  洋会員 

               報告 ２０２０年度会計報告 金井秀樹会計 

    

   

 


