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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２８２１回 ２０２１年 １０月 ５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   

ビジター 

誕生日祝    
入会記念日のお祝い  石井 伸二 会員（1987.10.6） 

   小菅 健史 会員（2008.10.7） 

   竹永  薫 会員（2013.10.15） 

 

｢出席報告｣ 

 (本日)10 月 5 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％ 1 名 16 名 84.21％ 

（前々回)8 月 3 日（ZOOM 例会） 

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 11 名 57.89％ 3 名 14 名 73.68％ 

 

横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
60 周年 

入会記念祝 

石井会員 竹永会員  小菅会員 

米山奨学会より感謝状 

福嶋義信会員 
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「メーキャップされた会員」 

9/16 ﾎﾟﾘｵ撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ打ち合わせ（ZOOM） 佐々木佑倫会員 

9/17 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会（ZOOM）髙田源太会長 佐々木佑倫幹事 平林祐樹会員 

「ニコニコＢＯＸ」 

三役  皆様お久しぶりです。このように元気な姿でお会い 

できて嬉しいです。本日もよろしくお願い致します 

石井伸二会員 入会を祝って頂いて有難うございます 

小菅健史会員 久し振りの出席になります。入会記念を祝って頂き

有難うございます 

竹永 薫会員 ようやくｺﾛﾅも落ち着き例会が通常通り行われました。 

嬉しい限りです。そして入会から８年が経ちました。これからも宜し

くお願い致します 

福嶋義信会員 久し振りに皆さんとお会いでき嬉しく思います 

前川永久会員 石井会員、小菅会員、竹永会員入会記念おめでとうございます 

飯倉正俊会員 皆様お久しぶりでございます。入会記念の皆様おめでとうございます 

 

ニコニコＢＯＸの合計は 14,000 円（8 月 2,000 円含む）(累計 66,000 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」 

・久し振りの例会場での例会です。非常事態宣言が解除されました

がまだまだ予断がなりません。引き続き感染にはご注意ください 

当たり前のことが出来ることの有難さを感じます 

・１０月２４日は世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰです。当地区としては京急ﾊﾞｽの中吊

り掲載や各ｸﾞﾙｰﾌﾟ別のﾎﾟﾘｵ根絶・ｺﾛﾅ鎮静化祈願祭並びに募金活動

を行います。第１ｸﾞﾙｰﾌﾟは１１月７日（日）に場所を分かれて募金活動を行います。

ご協力宜しくお願い致します 

・来年の３月には IM の代わりとして毎年横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが行っている１００００

メートル清掃活動に参加する予定です 

 

「幹事報告」 

◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より 

 ①２０２１－２０２２国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区米山日帰り研修旅行 

  日 時 １１月２７日（土）（９月２５日より延期） 

  場 所 三島米山梅吉記念館見学墓参 三島大社参拝 懇親会 

 ②２０２２－２０２３年度青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑも２０２１－２０２

２年に引き続き新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染が未だに治まらない状況下を受

け募集及び選考は行わない 

 ③２０２２－２０２３実施年度向け第１回地区補助金説明会 

  日 時 ２０２１年１０月１６日（土）１４：００～１６：００ 

  場 所 第１相澤ビル６・８階会議室 

 ④ｸﾗﾌﾞﾌｭｰﾁｬｰﾋﾞｼﾞｮﾝｾﾐﾅｰ開催 ２０２１年１２月４日（土） 

 ⑤第５０回ﾛｰﾀﾘｰ研究会記念講演会のご案内 

  日 時 １２月８日（水） 

  会 場 ﾒﾙﾊﾟﾙｸﾎｰﾙ 
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◎米山記念奨学会より福嶋義信会員へ感謝状が届いております 

◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友１０月号 ②ﾎﾟﾘｵ撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

◎１０月１日付で第２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 

◎回覧 ①会員増強物語 ②ﾊｲﾗｲﾄよねやま 258 ③横須賀北 LC・RC 親睦ｺﾞﾙﾌ回覧 

④週報（横須賀・三浦・横須賀西・横須賀南西各ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

⑤新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に関する対応（日本事務局・ﾛｰﾀﾘｰの友事務所） 

⑥ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局よりのﾘｿｰｽのご案内 

◎本日例会終了後 定例理事会を開催いたしますので宜しくお願い致します 

◎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 

  

 

｢スピーチ｣ 

【ﾛｰﾀﾘｰの友１０月号紹介 飯倉 正俊 雑誌委員長】 
 

横 P４－６RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ 

 親愛なるﾁｪﾝｼﾞﾒｰｶｰの皆さん 

 これまでの人生で奉仕に私は生きがいを見つけてきました。今

月は私と共に地球の良き住人として他の人々やその地域社会を

より良くしようではありませんか。力を合わせればみんなの人生を豊かにするため

に奉仕することが出来るのです 

横 P11―16 特集 米山月間 

 よねやまを知ろう 

ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会資料 

米山梅吉記念館 

横 P36 世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ 

横 P37 伊豆山土砂災害 支援金は被災者の生活政権へ 

横 P44 表紙について 「空き腹にまずいものなし」 

    食欲の秋とはいえ、自分の尻尾を食べ始めたﾍﾋﾞくん 最後はどうなること

やら 

＊ご投稿をお待ちしています 

 

【６０周年記念事業について】竹永 薫 委員長 
〈記念祝賀会〉 

 会員およびｻﾙﾋﾞｱ会。関係者で内輪のお祝い 

 ・ｴﾝﾀﾒを企画します 

 ・ｽﾗｲﾄﾞｼｮｰなど 

 ・招待者については、今後提案させて頂きます。 

 ・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染対策は、会場と連携し徹底します 

  ＊状況によっては延期や中止も想定しておきます 

 ・開催時期は.２０２２年２月を予定 

〈記念事業〉 

 ｺﾛﾅ禍において、地域の方々などと新しい事業を構築していくのは困難と考え、今

年度内に記念事業は行いません。今後の事業構築について検討していきます 
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 委員会では、次のような意見が出ています 

  ・SDGs の項目を意識した事業構築（環境問題等） 

  ・地元高校生などに参加してもらう 

 

 

〈記念誌の発行について〉 

 記念誌についてはあまり予算をかけないながら作成します。 

・別紙資料で説明します 

 

 

 

 

 

～例 会 風 景～ 

 
 

 

 

 

 

行事予定 

〈クラブ〉  

２０２１年 

 １０月 ５日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

               「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介 飯倉正俊雑誌委員長 

               「６０周年記念事業について」竹永 薫委員長 

               第４回定例理事会 13：30～14：30 

    １２日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

               「６０周年記念卓話」森 洋会員 

１９日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

               米山月間卓話 

 １１月 ２日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

               「ﾛｰﾀﾘｰの友」紹介 飯倉正俊雑誌委員長 

               「会員増強委員会」 平林祐樹委員長 

               第５回定例理事会 13：30～14：30 

     ９日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

               卓話 建築家 二村 悟様 

１６日（火）移動例会 独園寺 12：30 集合 

           卓話・座禅会 

            

 

平林祐樹副委員長 


