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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  武藤 修儀 

 

第２８３５回 ２０２２年 ５月 １０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 

誕生日祝い  前川 永久 会員（5月 30日生） 

入会記念日のお祝い  小出 純子 会員（2011.5.10） 

 

「出席報告」 

（本日）5月 10日 

総数 出席対象数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 計 修正出席率 

19名 18 名 9名 50.00％ 6名 15 名 83.33％ 

横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

60 周年 

http://www.yokosukakita-rc.jp/
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（前回）4月 19日 

総数 出席対象数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 計 修正出席率 

20名 19 名 14名 77.78％ 1名 15 名 83.33％ 

（前々回）4月 12 日 

総数 出席対象数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 計 修正出席率 

19名 18 名 12名 66.67％ 5名 17名 94.44％ 

（前々々回）4月 5日 

総数 出席対象数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 計 修正出席率 

19名 18 名 14名 77.78％ 2名 16名 88.89％ 

「メーキャップされた会員」 

4/14 三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 竹永 薫会員 

4/20 川崎北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 石井伸二会員 

4/22 社会奉仕ﾃﾞｰ打ち合わせ会議 芹澤達之会員 

4/22 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 芹澤達之会員 

4/29 地区研修・協議会 武藤修儀会員 平林祐樹会員 森  洋会員  

石井伸二会員 芹澤達之会員 前川永久会員 

小菅健史会員 竹永 薫会員  

「ニコニコＢＯＸ」 

三役  ＧＷも終わり、こうして皆様とお会いできること嬉しく思いま

す。本日はﾛｰﾀﾘｰの友紹介及び会員増強についてとなります。宜

しくお願い致します 

福嶋義信会員 創立 60周年記念実行委員の皆様、有難うございました。 

伊与田あさ子会員 地区研修・協議会には、実家の墓参りを 3 年ぶりに行かせ

て頂いたため欠席しまして申し訳ありませんでした。平林会員 

「ｸﾗﾌﾞ協議会」宜しくお願いします。武藤会員「ﾛｰﾀﾘｰの友紹介」

宜しくお願いします 

ニコニコＢＯＸの合計は 4,000 円（累計 215,000 円） 

財団ＢＯＸの合計は 7,200 円(累計 53,267 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」 

・おかげさまで 60 周年記念例会も無事に終了いたしました。ご

出席頂きましたｻﾙﾋﾞｱ会・はじめｹﾞｽﾄの皆様、会員の皆様有難

うございました 

・6月 5日（日）に第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同奉仕ﾃﾞｰとして 10000㍍ﾌﾟﾛﾑﾅ

ｰﾄﾞｸﾘｰﾝ作戦がございます。当ｸﾗﾌﾞの移動例会として行います 
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「幹事報告」 

◎地区より地区委員会委員ご就任委嘱状が届いております 

 森  洋会員：地区諮問委員会 前川永久会員：青少年交換委員会 

 石井伸二会員：ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会 髙田源太会員：ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会  

◎第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2021－22年度 現三役会・次年度会長・幹事会のご案内 

 日 時 5月 20 日（金）18：30～   場 所 ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀 

◎第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2022-23年度第 1回会長・幹事会のご案内 

 日 時 5月 16 日（月）18：00～   場 所 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 

◎RI日本事務局より 5月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1㌦ 130円（現行 122 円）です 

◎回覧 ①ﾊｲﾗｲﾄよねやま 265  ◎配布 ①ﾛｰﾀﾘの友 5月号 

◎本日例会終了後定例理事会を開催 

◎前回最終例会記念例会の為本日財団 BOXを廻します。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

より例会のご案内受領 

「委員会報告」 

「第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同奉仕ﾃﾞｰについて 芹澤 達之 社会奉仕委員長」  

 ・日 時：6 月 5日（日）8：30集合 

〈第 1 部 清掃活動〉 

 ・集合場所:ｳ"ｪﾙﾆｰ公園（ｲｵﾝ横広場） 

〈第２部 講演会〉 

 ・開会式 10：50 講演時間：11：00～11：50  

終了時間：12：00  

・講演場所：横須賀商工会議所１F多目的ﾎｰﾙ 

・講 演 者：前環境大臣 小泉 進次郎氏「環境と経済が一つになる時代」 

「スピーチ」 

【ﾛｰﾀﾘｰの友 5月号紹介 武藤 修儀 雑誌副委員長】 

横Ｐ4 ＲＩ会長ﾒｯｾｰｼﾞ ｼｪｶｰﾙ･ﾒｰﾀ会長 

6月にﾋｭｰｽﾄﾝでの最後の会長主催会議は「平和のために奉仕

する」と題し、ﾛｰﾀﾘｰが長年ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮してきた平和に焦

点を当てます。ﾛｰﾀﾘｰで行う全ての活動は、地域社会、国、そ

して自分自身の中で平和を培うための土台作りとなります。

「奉仕しよう、みんなの人生を豊かにするために」の実戦こそが平和を推進する

ための最善の方法なのです。 

横Ｐ7 特集 青少年奉仕月間 若年化する薬物ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸ 

横Ｐ14 ｳｸﾗｲﾅ危機の中で強まる決意 

    ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰが見たｳｸﾗｲﾅ ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰ 井上悦子 
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    ROTEXのつながりを通して ｳｸﾗｲﾅの子供と母親への医療支援 

横Ｐ23 ｶﾞﾊﾞﾅｰのﾛｰﾀﾘｰ・ﾓﾒﾝﾄ 

横Ｐ28 全国一斉献血呼びかけ 

縦Ｐ4  低年齢化するこどものﾒﾃﾞｨｱ漬け～2 歳児問題 

増田ｸﾘﾆｯｸ院長増田 彰則氏 

 私の心療内科ｸﾘﾆｯｸを受診するこどもたちの抱えている問題がもはや家庭で

は手に負えず、どうにかしてほしいと切実に訴える例が増えています。臨床医と

して 5年間で 3万人ほどの子どものｱﾝｹｰﾄ調査を実施し､いき着いたのが「2歳児

問題」です 

【ｸﾗﾌﾞ協議会 会員増強について 平林 祐樹 委員長】 

 現在のところ会員増強には至っておりませんが今後当ｸﾗﾌﾞ

の親睦活動等を行う際には先日の記念例会のように入会予定

者としてｹﾞｽﾄにお迎えするなどの活動を行っていけたらと思

っています。会員の皆さんにも引き続きご協力を宜しくお願

い致します  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定 

２０２２年 

 ５月 ３日（火）休  会 祝日（憲法記念日） 

   １０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 

              「ｸﾗﾌﾞ協議会」平林祐樹会員増強委員長 

              第 11回定例理事会 13：30～14：30 

   １７日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

              地区研修・協議会報告 

   ２４日（火）夜間例会 【東玉】18：00～ 

              Ｉ・Ｄ・Ｍ 

 ６月 ５日（日）移動例会 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同奉仕ﾃﾞｰ 

７日（火）休  会 ５日（日）第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同奉仕ﾃﾞｰの振替休会 

 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」武藤修儀雑誌副委員長 

              次年度委員会事業方針 

              第 12回定例理事会（現・次） 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 

次年度のためのｸﾗﾌﾞ協議会 

退任三役挨拶 今年度委員長事業報告 

 

     

               

  

               

 


