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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２８２８回  ２０２１年 １２月 １４日『火曜日』横須賀北ＲＣ 

 

点 鐘 

合 唱  「我らの生業」  

司 会  髙田 源太 会長 

ゲスト   

ビジター 

誕生日祝   竹永 薫 会員（１２月５日生） 
入会記念日のお祝い 

｢出席報告｣ 

 (本日)12 月 14 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 16 名 84.21％ 1 名 17 名 89.47％ 

（前々回)11 月 16 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 12 名 63.16％ 4 名 16 名 84.21％ 

 

「メーキャップされた会員」 

12/9 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 髙田源太会長 竹永 薫副会長 佐々木佑倫幹事 

12/10 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ  福嶋義信会員 

12/13 ふじさわ湘南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 石井伸二会員 

 

横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
60 周年 

誕生日祝 

竹永 薫会員 
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「ニコニコＢＯＸ」 

三役  １２月も半ばに入りました。一年の早さを今年も感

じております。先週、６０周年写真撮影では皆様お

忙しい中ご都合をつけて頂き、そろって無事に終了

できました。有難うございました 

壹岐義史会員 孫娘が北里大学医学部に合格しました。 

竹永 薫会員 本日はお誕生月のお祝い有難うございます。最近は健康を保つため歩

くことを心掛けるようになりました。続けられるよう頑張ります 

福嶋義信会員 飯倉会員、卓話宜しくお願い致します 

伊与田あさ子会員 竹永会員お誕生日おめでとうございます。飯倉会員「ﾛｰﾀﾘｰの友 

紹介」宜しくお願い致します。先週は横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ写真撮影会でめっ

たにできない体験をさせて頂き楽しかったです 

平林祐樹会員 先週の撮影会に際しましては大変多くの皆様にお集まり頂き誠に有

難うございました。飯倉会員 ｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしております 

飯倉正俊会員 竹永会員 お誕生日おめでとうございます。 

本日は僭越ながら卓話させて頂きますので宜しくお願い致します 

 

ニコニコＢＯＸの合計は 15,000 円(累計 146,000 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」 

・先週は６０周年記念誌作成のための撮影を横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑで行いました。ほとんどの

会員の方にご参加いただき有難うございました。 

・本日は飯倉正俊会員のｽﾋﾟｰﾁです。飯倉会員とは同じ年度の入会で５年のお付き合

いになりますが会社のご都合で残念ながら今月で退会されることとなりました。 

・第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟの合同例会が２０２２年１月２１日（金）ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀で開催され

ます。後程 回覧等でご案内致します 

・地区大会の日程が決まりました。２０２２年３月２０日（日）２１日（祝・月） 

 藤沢市民文化会館で行われます。 

「幹事報告」 

◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より 

 ①2024－2025 年度地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾉﾐﾆｰ候補者が告知されました 

   佐々木 辰郎氏（大和田園ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

 ②「職業奉仕月間」卓話者派遣についての文書が届いております 

◎第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会のご案内 

  日 時 １月２１日（金）１８：００受付開始 １８：３０点鐘 

  場 所 ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀５階「ﾊﾟﾘ」 

◎回覧 ①ﾊｲﾗｲﾄよねやま ②JC ﾆｭｰｽ ③横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書 

    ④週報（横須賀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） 

◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友１２月号 ②ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信１２月号 

◎本日例会終了後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 
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｢スピーチ｣ 

【ﾛｰﾀﾘｰの友１２月号紹介 飯倉 正俊 雑誌委員長】 
 

横 P4 RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ RI 会長ｼｪｶｰﾙ・ﾒｰﾀ 

横 P7 疾病予防と治療月間 

   ｺﾛﾅ禍でも負けない私の！「元気に過ごすコツ」 

横 P18 特別ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 

「傷害は個性」と思える社会に－道下美里さんに聞く 

東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ陸上女子ﾏﾗｿﾝ優勝 

横 P23 ドイツ「RotaryMagazin」から 

ﾄﾞｲﾂのﾛｰﾀﾘｱﾝ ﾉｰﾍﾞﾙ化学賞を受賞 ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ・ﾘｽﾄ氏 

横 P24 PICK OUT PROJECT 

    世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ 電車でﾎﾟﾘｵ根絶を訴える 第 2750 地区（東京ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

縦 P4 筋肉を保持「貯金する大豆のﾁｶﾗ～宇宙実験で分かった 

徳島大学院医歯薬学研究部生体栄養学分野教授 

宇宙栄養研究ｾﾝﾀ―長 二川 健氏 

縦 P9 ｼﾘｰｽﾞこの人を訪ねて村田裕之さん（いわき小名浜 RC）第 2530 地区 

縦 P13 卓話の泉 

    ｻｳﾅ道のｽｽﾒ 

縦 P13－15 私の一冊 

①歴史のかげに美食あり②ｻﾞ･ｺﾞｰﾙｺﾐｯｸ版③LIFESPAN 老いなき世界 

④日曜日の万年筆⑤人新世の「資本論」⑥職場の「感情」論 

⑦風塵抄 

 

「飯倉正俊会員」 

  横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに入会してから５年間大変お世話になりました 

  有難うございました 
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行事予定 

〈クラブ〉  

２０２１年 

 １２月 ７日（火）移動例会 横須賀北ｸﾗﾌﾞ６０周年記念事業 

               横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑにて集合写真撮影 

    １４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 

               卓話 飯倉正俊会員 

               第６回定例理事会 13：30～14：30 

    ２１日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

               三役半期報告 

２０２２年 

  １月 ４日（火）休  会 

    １１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 武藤修儀雑誌副委員長 

            寅年生まれの会員ｽﾋﾟｰﾁ 片平修一会員 

               第７回定例理事会 13：30～14：30 

    １８日（火）振替休会（第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会の振替） 

    ２１日（金）第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会 ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀５F「ﾊﾟﾘ」 

    ２８日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

               卓話 芹澤達之会員 

 


