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１１日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「君が代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
髙田源太会長
公益社団法人
理事長
中本 剛央 様
専務理事 高橋 慶光 様
米山奨学生 郭 育婷さん

ビジター
寅年生まれのお祝い
誕生日祝い
入会記念日のお祝い

副

中本理事長、高橋専務理事

片平 修一 会員（Ｓ３７・６・２７）
金井 秀樹 会員（1 月２５日生）
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「出席報告」
（本日）1 月 11 日
総数

出席対象数

出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

計

19 名

18 名

15 名

83.33％

0名

15 名

修正出席率

83.33％

（前々回）12 月 14 日
総数

出席対象数

出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

計

20 名

19 名

16 名

84.21％

1名

17 名

修正出席率

89.47％

「メーキャップされた会員」
「ニコニコＢＯＸ」
三役
本年も宜しくお願い致します。皆様にとりまして素晴らしい
一年になります様お祈り申し上げます。ｵﾐｸﾛﾝの感染量の速さに
は驚いております。くれぐれも皆様体調管理にご留意ください
片平修一会員 新年おめでとうございます。本年寅年生まれということで本日
ｽﾋﾟｰﾁをさせて頂きます
森
洋会員 新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致
します。横須賀 JC 中本理事長、高橋専務理事ようこそいらっし
ゃいました。一年間のご活躍期待しています
福嶋義信会員 横須賀青年会議所中本理事長、高橋専務理事ようこそ。ご活躍を
期待しています。片平会員、卓話楽しみにしています
石井伸二会員 青年会議所の中本様、高橋様、今日はありがとうございます。
片平様、武藤様 本日のｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。
伊与田あさ子会員 青年会議所の中本理事長、高橋専務理事、米山奨学生の郭さ
んようこそいらっしゃいませ。あけましておめでとうございま
す。今年もどうぞ宜しくお願いします
小菅健史会員 明けましておめでとうございます
前川永久会員 明けましておめでとうございます。
金井秀樹会員 本年も宜しくお願い致します
平林祐樹会員 新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致
します。中本理事長、高橋専務理事ようこそ
武藤修儀会員 新年おめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。
横須賀青年会議所中本理事長、高橋専務理事、米山奨学生郭さん
ようこそお越しくださいました。一年間の全ての横須賀青年会
議所の全ての事業・運動が大成功を収めることが出来ることを
ご祈念いたします
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ニコニコＢＯＸの合計は 16,000 円（累計 181,000 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

中本理事長より顧問委嘱状

郭さんへ米山奨学金

誕生日祝

年男のお祝い

金井 秀樹 会員

片平 修一 会員

「会長あいさつ」
あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
出口の見えないｺﾛﾅ感染にようやく出口が見え始めたと思っていましたが、また
新たな感染力の強いｵﾐｸﾛﾝ株が出始め感染者の増加になっています。皆様 健康
には十分ご注意ください。
「幹事報告」
◎RI 日本事務局より 1 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1 ㌦１１５円（現行１１４円）です
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①2024－2025 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ確定宣言
大和田園ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 佐々木 辰郎会員
②2021～2022 年度国際奉仕委員長会議のご案内
日 時 2022 年 3 月 6 日（日）14：00～17：00（13：30 より登録開始）
場 所 ｱｲｸﾛｽ湘南 6 階（藤沢市辻堂神台 2 丁目 2－1）
対面集合形式
③下半期人頭分担金送金依頼受領
a．本会計
下半期分 7,850 円(年額 15,700 円)米山記念館維持費を含む
b.事業会計 下半期分 2,900 円(年額 5,800 円)
c．特別会計（大会分担金） 8,000 円
計 18,750 円
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◎横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友 1 月号
◎回覧 JC ﾆｭｰｽ
◎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
◎１月５日付で第３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
◎次週例会は２１日（金）第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会となっておりますのでお間違えの
無いようお願い致します
「委員会報告」
「スピーチ」
【ﾛｰﾀﾘｰの友紹介 武藤 修儀 雑誌副委員長】
本日よりﾛｰﾀﾘｰの友の紹介を担当させて頂きます。宜しくお
願い致します
横Ｐ１ ＲＩ会長ﾒｯｾｰｼﾞ ｼｪｶｰﾙ･ﾒｰﾀ
横Ｐ７－１３ 職業奉仕月間
ｺﾛﾅ禍における私の職業奉仕
鎌倉中央 RC 山口道孝／新潟南 RC 渡辺敏彦／横浜旭 RC 兵頭哲夫
横Ｐ１４ ２０２２年ﾋｭｰｽﾄﾝ国際大会
２０２２年国際大会に参加するべき７つの理由
横Ｐ３２ 地区大会略報１
縦Ｐ４ ＣＳＲ／ＳＤＧＳの時代に考える職業奉仕
大阪学院大学経済学部教授 森田健司
縦Ｐ９ ｼﾘｰｽﾞこの人 訪ねて
高田祐治さん 長崎中央ＲＣ（第２７４０地区）
【寅年生まれの会員ｽﾋﾟｰﾁ 片平修一会員】
明けましておめでとうございます。私の祖父・父も寅年生
まれで 3 代続いての寅年生まれということになります。年末
年始もｺﾛﾅ感染が心配の年越しでした。海外出張の多い仕事で
すので例年とは違った仕事内容となっております。今年も元
気に頑張っていきたいと思っていますので宜しくお願い致し
ます
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～例

会

風 景～

行事予定
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）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
２５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

６０周年記念事業について
２月 １日（火）休

会

定款第６－１による

８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
第 7 回定例理事会
１５日（火）通常例会

１３：３０～１４：３０

かながわ信用金庫追浜支店 １２：３０
第 1 回Ｉ・Ｄ・Ｍ

２２日（火）移動例会

雑誌副委員長

ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 19：30 開会
６０周年記念例会
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