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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 

2021～2022 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 髙田 源太  副  会  長  竹永  薫  

 

幹    事 佐々木佑倫  会報委員 長  飯倉 正俊  

 

第２８１６回 ２０２１年 ７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   髙田 源太 会長 

ゲスト  米山奨学生 郭 育婷（ｶｸ ﾕｳﾃｨﾝ）さん 

ビジター 

誕生日祝    伊与田あさ子会員（７月 ６日生） 

         壹岐 義史 会員（７月 ３日生） 

         鈴木 達治 会員（７月 ９日生） 
入会記念日のお祝い芹澤 達之 会員（1998.7.8） 

         壹岐 義史 会員（2019.7.1） 

         佐々木佑倫 会員（2019.7.1） 

｢出席報告｣ 

 (本日)7 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 

20 名 19 名 15 名 78.95％ 2 名 17 名 89.47％ 

（前々回)6 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 

20 名 19 名 15 名 78.95％ 3 名 18 名 94.74％ 

2021－2022 年度三役 

横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

60 周年 

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

「ニコニコＢＯＸ」 

三役  新年度がｽﾀｰﾄ致しました。より良い例会となるよう努めたいと思いま

す。宜しくお願い申し上げます 

福嶋義信会員 髙田会長ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟに期待いたします。 

米山奨学生 郭育婷さんようこそ。日本の素晴らしい所を観光し、良

い体験をしてください 

石井伸二会員 高田会長 竹永副会長、佐々木幹事 一年間宜しくお願いします 

伊与田あさ子会長 高田会長、竹永副会長、佐々木幹事 今年度どうぞよろしくお願 

いします。誕生日をお祝い頂き有難うございます 

壹岐義史会員 高田会長、竹永副会長、佐々木幹事一年間宜しくお願いします。 

誕生日、入会記念日を祝って頂いて有難うございます。 

芹澤達之会員 高田内閣の一年間のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

入会記念有難うございます。 

佐々木佑倫会員 今年で３年目になりました。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

前川永久会員 新三役の皆様、一年間宜しくお願い致します。 

誕生日祝、入会記念日の皆様おめでとうございます 

平林祐樹会員 高田会長のご活躍を心よりお祈り申し上げます 

飯倉正俊会員 新年度も宜しくお願い致します。米山奨学生 郭育婷さんようこそ。 

誕生日 入会記念日の皆様おめでとうございます 

武藤修儀会員 高田会長はじめ三役の皆様、全ての会員の皆様、本年度も宜しくお願

い致します。 

金井秀樹会員 高田新会長のもと新幹事含め今期も宜しくお願い致します。 

 

ニコニコＢＯＸの合計は 22,000 円(累計 22,000 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」 

・７月３日に熱海市の土石流災害がございました。被害を受けた方々にお見舞い申し

上げます。地区からの義援金お願いが届くかと思いますがその節はご協力宜しくお

願い致します 

・次週例会の福嶋義信会員「北ｸﾗﾌﾞの歴史」を第１回に６０周年の年に北ｸﾗﾌﾞの歴史

を勉強していきたいと思っています。宜しくお願い致します 

・後程新年度挨拶でお話しさせて頂きます 

 

郭育婷さん            誕生日祝         ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ感謝状授与 

  福嶋義信委員長    壹岐義史会員 伊与田あさ子会員     飯倉正俊会員 
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「幹事報告」 

◎RI 日本事務局より７月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1 ㌦１１０円（現行１０９円）です 

◎ﾛｰﾀﾘｰ財団より 

①下記会員へﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰの感謝状とﾊﾞｯｼﾞが届いております 

  有本親子会員 飯倉正俊会員 

②2019－2020 年度財団寄付ｸﾗﾌﾞ表彰のﾊﾞﾅｰが届いております 

◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より 

 ①上半期人頭分担金送金依頼受領 

  a．本会計  上半期分  7,850 円(年額 15,700 円)米山記念館維持費を含む 

  b．事業会計 上半期分  2,900 円(年額 5,800 円) 

 ②会員増強・維持に関する卓話等の依頼について文書が届いております 

◎第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会のご案内 

 日 時 ７月１６日（金）１８：３０～ 

 場 所 ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀＆ZOOM 

◎７月１日付で第１期会費のご請求をさせて頂きましたのでよろしくお取り計らい 

 の程お願い申し上げます 

◎本日例会終了後第１回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 

◎横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより７月の例会のお知らせ受領 

◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友 ②ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書 ③会員ｶｰﾄﾞ ④ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 

◎回覧 ①ﾛｰﾀﾘｰ文庫運営委員会より文書配信のお願い 

    ②横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞよりｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書・週報 

   ③週報配布の件  

④公共ｲﾒｰｼﾞ委員会からのお知らせ END POLIO NOW ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞｼｬﾂ 

 

｢スピーチ｣ 

 

【ﾛｰﾀﾘｰの友 7 月号紹介 飯倉 正俊 雑誌委員長】 
横 P5 ﾛｰﾀﾘｰの心を紡ぐ 

『ﾛｰﾀﾘｰの友』ﾛｰﾀﾘｰの友事務所代表理事 

鈴木 宏（宇都宮北 RC） 

～会員の心と心を紡ぐ「ﾛｰﾀﾘｰの友」～  

横 P6-7 RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ 

    DREAM WEAVER 夢を紡ぐ人 

横 P18 ﾛｰﾀﾘｰ奉仕ﾃﾞｰ 

横 P20 2021－22 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ紹介 

     第 2780 地区田島透ｶﾞﾊﾞﾅｰ紹介（30 ﾍﾟｰｼﾞ） 

横 P44 すずちゃんの Just Say Cheese！ｽﾏﾎで撮る 

横 P47 ﾏﾝｶﾞ ｶﾞｲって誰ﾃﾞｯｶｰ 

    ｺﾗﾑ ｶﾞｲ･ｶﾞﾝﾃﾞｨｶｰと日本 

縦 P4 ｺﾛﾅ後日本はどうあるべきか 

     元国際連合事務次長・（公務）国立京都国際会館理事長 明石 康 
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【新年度三役挨拶】 

 
【佐々木佑倫 幹事】 

入会して３年目で幹事を務めさせて頂きます。 

今年はｸﾗﾌﾞ６０周年ということで色々とご教示いただきながら務め

ていきたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

【竹永  薫 副会長】 

年度が代わりまして髙田会長年度となりました。今年度、副会長

を務めさせて頂きます竹永薫です。一年間、会長をｻﾎﾟｰﾄさせていた

だきます、宜しくお願い致します。 

 

さて、昨年より世界中に猛威を振るっているｺﾛﾅｳｨﾙｽによるﾊﾟﾝﾃﾞﾐ

ｯｸ。ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの活動にも様々な影響を及ぼしておりますが、まだまだ平時に戻るに

は時間が必要ではないでしょうか。そのような中、ﾜｸﾁﾝ接種が進み、少しは先が見え

てきました。例会も再開し、できることが増えてきたと思います。 

私自身、副会長として会長を支えつつ、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長としての担いもありま

す。６０周年となる本年度の事業、活動について、会長の思いを汲みながら実行して

いきたいと思います。 

 

 話は変わりますが、再来週開幕する東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ。開幕直前の今でも、

問題が山積し、その開催が危ぶまれています。しかし、こんなときだからこそ、出場

する選手の皆さんには、最高の笑顔を見せていただきたいものです。 

 また、ｱﾒﾘｶﾒｼﾞｬｰﾘｰｸﾞで、これまでの歴史をも陵駕する活躍を見せている大谷選手。

日本に明るい話題をもたらしてくれています。故障なく一年間を終えることを願って

います。 

 

 以上、簡単ではございますが、副会長としてのご挨拶とさせていただきます。 

 

 

【髙田 源太 会長】 

 横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは１９６２年に創立し、本年６０年という節目

の年を迎えます。この記念すべき年にｸﾗﾌﾞ会長を仰せつかりその職

務に対し身の引き締まる思いであります。諸先輩方により築き上げ

られた歴史や伝統を大事にしつつ、時代、環境に即したｸﾗﾌﾞ運営を

図ります。 

  

会員の皆様のご協力を賜り一生懸命努めてまいる所存です。何卒宜しくお願い致しま

す。 

 

１． 国際ﾛｰﾀﾘｰ・地区との連携 

ＲＩ会長のﾃｰﾏ SERVE TO CHANGE LIVES「奉仕しようみんなの人

生を豊かにするために」に沿って活動し、地区が掲げる「地区ﾋﾞｼﾞｮﾝ」の実現

に向けてともに目指します。 
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２． ６０周年記念事業 

６０周年記念事業を通じて、横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの歴史を振り返るとともに

未来に向けた事業を開催します。全会員で取り組み更なる結束を図りましょう。 

一年間の例会を通じて、これまで歴史をつないでくれた先輩方の功績や軌跡

を知り、感謝の思いを感じながら、明日の話、未来の話を語らう、描く。それ

こそ意味のある６０周年ではないかと思っています。 

早速、来週には福嶋義信会員による６０周年記念卓話 「横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

６０周年の年に」を皮切りに、ｽｹｼﾞｭｰﾙ変更がありましたが、森 洋会員にも

卓話を頂きます。奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会、６０周年実行委員会と連携を取りなが

ら、６０周年記念事業や式典について取り組んでまいります。 

 

一年を通じて、６０周年を感じて今まで以上に横須賀北ｸﾗﾌﾞの結束を図りた

いと考えています。 横須賀北ｸﾗﾌﾞは会員減少でｸﾗﾌﾞ存続の危機であったり、

ｺﾛﾅ禍による影響で今まで当たり前のことが当たり前にできなかったり、６０

周年のこの年、来年以降また若い世代の会長が続くことが予想されますから、

６０周年記念を通じて、改めて横須賀北ｸﾗﾌﾞの親睦を深め、結束力を高めて、

未来に向けて力強くｽﾀｰﾄしたいと考えています 

 

３． 会員増強および維持 

会員増強はﾛｰﾀﾘｰの重要な課題であり、会員一人ひとりの協力が求められま

す。確固たる会員基盤があれば、奉仕活動の可能性も広がり地域社会における

存在感も高まります。全会員が意識を一つに、一人でも多く会員を増やすよう

促してまいります。 

 

会員増強・会員維持については、特に重要な課題です。 

会員増強や維持は、会員一人ひとりの問題で、根底になるのは会員同士が親

睦を深めて結束力を高めなければならないと思っています。ｺﾛﾅ禍で制約はあ

るもの夜間例会や非公式な飲み会など、気軽にｹﾞｽﾄ､ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰを連れてこられ

るような、例会に限らず会を設けたいと考えています。 

     

そこで会員の皆様に２つお願いがあります。 

    一つは、お友達を誘ってほしい。ﾛｰﾀﾘｰにこれっぽちも興味がなくても良い

と思います。これから知っていただければよいわけで門戸を広く開けたいと考

えています。若い世代ばかりではなく広い年齢層で・・・ 

    もう一つは、そんな時はｹﾞｽﾄやｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰが気持ちよく参加できるように全

力でご配慮を頂きたいと思っています。何なら酔わせてその場で入会します！

なんて聞き出せたら最高かな・・・なんて思います。 

    会員増強・会員維持委員会。並びに地区会員増強拡大委員会に出向している

武藤修儀会員にもぜひご協力をお願い致します。 

 

４． 例会 

 例会の充実を図り、会員同士の親睦を深めることは、ｸﾗﾌﾞの魅力を高めるこ

とになり、出席率の向上、ひいては会員増強、維持につながります。 

 今年度は、月３回の例会とし各委員会と協同して楽しめる例会を企画してま

いります 
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 今年度もｺﾛﾅ禍の影響もあり流動的ではあるものの例会は３回で固定します。 

ｱﾌﾀｰｺﾛﾅという言葉があるくらいで、ｺﾛﾅが落ち着いたからといって今まで通り

というわけにはいかないと思っています。会員の皆様の健康を最優先して臨機

応変に対応してまいります。 

 先程の６０周年記念事業や会員祖増・維持でもふれましたが、楽しい例会を

各委員会と協同してすすめてまいりたいと考えています。 

 今年は米山奨学生として台湾から郭育婷（ｶｸ ﾕｳﾃｨﾝ）さんをお預かりして

いますから、せっかくですから台湾について、身近に感じてほしいなというこ

とで、卓話を頂くこともそうですが、台湾料理を楽しんだり、ｺﾛﾅ禍で旅行会

社が企画しているｵﾝﾗｲﾝﾂｱｰなども面白そうだな・・・なんて思っています 

 また、私もそうですが追浜地域について実はあまりよく知りません。追浜地

域の新しい発見や体験だったり。地域で頑張っている人や困っている人のお話

を聞いたり、楽しい例会企画していきたいと思います。 

 

 先日幹事と雑談の中で、仕事や家庭でのｽﾄﾚｽで日頃からやましい、あさまし

い、さもしい、卑しい心を平穏な心を保つ精進がしたいんだと話をしたところ

から 独園寺のご住職にお力添えを頂いて座禅会を企画しています。 

 ご住職は、本山鎌倉建長寺にお勤めされていました｡ﾀﾞﾗｲ･ﾗﾏが来日の際は何

度か通訳としてご一緒にご同行されたご経験もお持ちです。 

 先代のご住職がお亡くなりになられてからは、建長寺を退き、独園寺のご住

職をなされています。活動の幅が広く、自殺や心のｹｱにも精力的に活動されて

いらっしゃるとのこと、皆様 手を胸にあてて頂いて、心に思い当たる方、そ

うじゃない方もぜひご参加いただきたいと思います 

 また、横須賀市生涯学習ｾﾝﾀｰで市民大学講座をお持ちで大学講師などもされ

ていらっしゃる二村先生にも卓話を予定しております。日本の建築や食文化な

どに精通されていらっしゃり数多くの書籍を発行されていらっしゃいます。 

 その他にも、楽しい例会を企画してまいります 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定 

〈クラブ〉  

２０２１年 

   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 「横須賀北ｸﾗﾌﾞの歴史」福嶋義信会員 

    ２０日（火）通常例会 卓話 地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会委員長 神谷一博様 

  ８月 ３日（火）通常例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問 北村理和子様 

ﾛｰﾀﾘｰの友紹介 飯倉正俊雑誌委員長 

               第２回定例理事会 13：30～14：30 

    １０日（火）休  会 定款による 

１７日（火）振替休会 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会の振替  

２４日（火）通常例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問  

第２７８０地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 田島 透様 

    ２７日（金）合同例会 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会 

    

   

 


