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５月１７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 前川永久会員
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
「出席報告」
（本日）5 月 17 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

9名

50.00％

5名

14 名

修正出席率

77.78％

（前々回）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

19 名

18 名

14 名

77.78％

1名

15 名

1

修正出席率

83.33％

「メーキャップされた会員」
5/16 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会 武藤修儀会員 平林祐樹会員
「ニコニコＢＯＸ」
三役
いよいよ来年度に向けて、地区研修・協議会の報告を頂きます。
宜しくお願い致します
福嶋義信会員 地区研修協議会参加の皆さん宜しくお願い致します
前川永久会員 誕生日を祝って頂き有難うございます
ニコニコＢＯＸの合計は 5,000 円（累計 220,000 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」
・昨年 12 月 海上自衛隊自衛艦隊司令官 湯浅秀樹海将に 60 周年記念誌に祝
辞掲載のお願いに伺いました。記念誌が出来上がりましたので 5 月 23 日（月）
に武藤会長ｴﾚｸﾄとご挨拶を兼ねましてお届けしてまいります
・6 月 5 日（日）第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ奉仕ﾃﾞｰということで 10000 ㍍ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞｸﾘｰﾝ作戦が
ございます。終了後 小泉進次郎前環境大臣の講演会が予定されています
ｳ”ｪﾙﾆｰ公園ｲｵﾝ横広場に 8：30 集合となっております
・本日は過日行われました地区研修・協議会の報告となっておりますので宜しく
お願い致します
「幹事報告」
◎ﾛｰﾀﾘｰ財団よりﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰﾋﾟﾝが届いております
武藤修儀会員・平林祐樹会員

◎回覧 ①ﾊｲﾗｲﾄよねやま ②横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
◎次週例会は夜間例会「東玉」18：00～となっておりますのでお間違えの無いよ
う宜しくお願い致します
「委員会報告」
〈社会奉仕委員会 芹澤 達之 委員長〉
・6 月 5 日（日）に開催される第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ奉仕ﾃﾞｰに配布するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄが届く予定
ですので届き次第 お配りいたします
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「スピーチ」
【地区研修・協議会報告】
開催日：2022 年 4 月 29 日（祝・金）
開 場：相模原市民会館・他近隣施設
ホスト：相模原中ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
〈全体会議〉
点鐘・開会の言葉・国家・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱・物故者報告・黙祷・歓迎の言葉
ｶﾞﾊﾞﾅｰ挨拶
ｶﾞﾊﾞﾅｰ
田島
透
ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 次年度 RI 会長・地区方針
ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 佐藤祐一郎
紹介（次年度地区役員）
ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 佐藤祐一郎
諸事お知らせﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ
SAA
櫻内 康裕
〈分科会〉
【会長部門
武藤 修儀 次年度会長】
【2022～2023 年度国際ﾛｰﾀﾘｰ会長 ｼﾞｪﾆﾌｧｰ E.ｼﾞｮｰﾝｽﾞ】
ご自身の体験（story）を披露する中、出会いと繋がりによ
る「Rotary Magic」の「力」について語り、さらに DEI－「多様
性」「公平さ｣｢ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ（包摂｣を率先して実現し、あらゆる多
様な会員が活動に参加しその能力を発揮することによってﾛｰﾀﾘｰは変化に適応
し、改革を成し遂げることが出来る。参加型の奉仕、人間的成長､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ開発、
生涯にわたる友情こそが目的意識と熱意を生み出し、地域社会への奉仕に繋が
ると述べられました。
中核的価値観、伝統、遺産は私たちが信じ、大切にしている力強いものです。
今まで以上の存在になるために何ができるかを想像しながら、さらに築き上げ
ていくものです。名曲の一節「君は僕を夢想家というかもしれない、でも僕一人
ではないさ」・・・ﾎﾟﾘｵのない世界、みんなが安全な水を使える世界、疾病の無
い、全ての子供が読むことのできる世界、やさしさ、希望、平和を想像してくだ
さい。だからこそ「ＩＭＡＧＩＮＥ ＲＯＴＡＲＹ」： ﾃｰﾏです
「私たちには皆、夢があります。しかし、その実現のために行動するかどうか
を決めるのは私たちです。想像してください、私たちがﾍﾞｽﾄを尽くせる世界を。
私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせると知っています」
【国際ロータリー2022－23 年度年次目標】
優先事項１「より大きなインパクトをもたらす」
優先事項２「参加者の基盤を広げる」
優先事項３「参加者の積極的なかかわりを促す」
優先事項４「適応力を高める」
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【国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区 2022～2023 年度活動の指針】
ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 佐藤 祐一郎（津久井浜中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
「取り戻そう！」
COVID-19 による 2 年間あるいは 117 年のﾛｰﾀﾘｰの歴史の中で、会員として、あ
るいはｸﾗﾌﾞとして失ったり、忘れたり、希薄になってしまったものがあるとすれ
ば、変革と共にもう一度取り戻すべきものを確認し。取り戻しましょう！
「記憶に残る年にしよう！」
ﾛｰﾀﾘｰの基本はｸﾗﾌﾞ、さらに言うなら会員ひとり一人です。団体としての協調
性、その目的やﾓﾗﾙに反しない限りｸﾗﾌﾞの自主性や自律性は守られ最重視されて
います。だからこそｸﾗﾌﾞはﾛｰﾀﾘｰの目的に向かって、独自性を発揮し、特徴ある
生き生きとしたｸﾗﾌﾞになるべきです。その為の努力が必要です。ひとり一人の行
動と精神性こそ誇るべきではないでしょうか。ｼﾞｪﾆﾌｧｰ会長ｴﾚｸﾄはとても印象的
なﾃｰﾏを掲げました。ｸﾗﾌﾞで考え、今まで成し遂げていないようなことに向けて
行動し、新しい歴史を作り、ｸﾗﾌﾞにとって印象的で記憶に残る年度にしましょ
う。どんなことでも構いません。ｸﾗﾌﾞで考え、ひとつ今までにない記憶に残る成
果をあげましょう
【会員増強部門 前川 永久 次年度会員増強委員長】
第 1 部 基調講演：
「多様性について考える～ﾛｰﾀﾘｰの友 4 月号 女性会員に
聞きました～」ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ

森

洋

第2部
・「ﾃﾞｰﾀから見る地区内各ｸﾗﾌﾞの現況」
次年度地区会員増強委員会 副委員長 木村隆也
・「今年度の地区会員増強維持拡大委員会の取組みとご報告」
今年度地区会員増強維持拡大委員会・次年度地区会員増強委員会
副委員長 関根 貢
第3部
・「ｸﾗﾌﾞ増強委員長の役割
～もうｺﾛﾅを言い訳にはしたくない！これからの会員増強・会員維持の秘訣～
次年度地区会員増強委員会 委員長 岩澤 あゆみ
・「次年度の地区会員増強委員会の活動計画とご協力のお願い」
次年度地区会員増強委員会 副委員長 黒川 貢
まとめ・総括
次年度研修委員会 委員 三澤 京子
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【幹事部門 平林 祐樹 次年度幹事】
・RI のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ﾏｲﾛｰﾀﾘｰの活用をしましょう
各ｸﾗﾌﾞの会員状況・目標等が確認できる

【公共ｲﾒｰｼﾞ部門 芹澤 達之 次年度公共ｲﾒｰｼﾞ委員長】
委員長地区公共ｲﾒｰｼﾞ委員会
・会員と会員でない方とのつながり
・ﾛｰﾀﾘｰをどうやってご理解いただくか
・青少年交換学生についてのご理解

～例

会
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風 景

