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２１日『火曜日』横須賀北ＲＣ

「横須賀北ロータリークラブの歌」
髙田 源太会長
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ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰﾋﾟﾝ
会員（６月 ４日生） 授与 福嶋義信会員
会員（６月２７日生）
福嶋義信会員

入会記念日のお祝い
「出席報告」
（本日）6 月 21 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

8名

44.44％

6名

14 名

修正出席率

77.78％

（前々回）6 月 5 日
総数

出席対象数

出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

計

19 名

19 名

4名

21.01％

15 名

19 名
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修正出席率

100.00％

「メーキャップされた会員」
6/17 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 髙田源太会長 竹永 薫副会長
6/20 横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 福嶋義信会員
「ニコニコＢＯＸ」
三役
本日は今年度最終例会となります。ﾒﾝﾊﾞｰの皆様、ｺﾛﾅ禍での一年
となりましたがご協力有難うございました。
来月からは 武藤会長年度となります。会員数は少ないですが
頑張っていきましょう
福嶋義信会員 髙田会長はじめ三役の皆さん、一年間ご苦労様でした
伊与田あさ子会員 三役の皆様。今年度大変お世話になり有難うございました。
金井秀樹会員 4 月中旬より持病が悪化し、6 月上旬より体調が戻ってきました。
長い間お休みさせて頂き申し訳ありませんでした。本日よろし
くお願いします。
ニコニコＢＯＸの合計は 5,000 円（累計 226,000 円）
財団ＢＯＸの合計は 5,500 円（累計 58,767 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」
・一年間大変ありがとうございました。先日横須賀北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞの 50 周年式
典に出席して参りました。ｺﾛﾅ化が収まりつつある中、大変盛大な式典でし
た。他ｸﾗﾌﾞとはいえ志をもって色々と行動されていると感じました
「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 4 名の会員の方へ届いております
福嶋義信会員 芹澤達之会員 小出純子会員 鈴木達治会員
◎第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長・幹事会のご案内
日 時 7 月 11 日（月）ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 18：00～
◎回覧 ①相模原南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより創立 50 周年記念誌
◎本日は 6 月最終例会ですので財団 BOX を廻します。
◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・より例会のお知らせ
「今年度委員会報告」
〈会 計 金井 秀樹

会員〉

〈公共ｲﾒｰｼﾞ委員会 武藤 修儀 副委員長〉
前委員長より引継ぎ後半のﾛｰﾀﾘｰの友紹介をさせて頂きま
した。今までとは違う眼で「ﾛｰﾀﾘｰの友」を読むようにな
り大変勉強になりました。
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〈会員増強維持・委員会 平林 祐樹 委員長〉
会員を増やすための親睦として夜間例会等を行いたいと思
っていましたがｺﾛﾅ禍の為、思うようにいかないまま一年間が
終わってしまいました。これからも活発なｸﾗﾌﾞ、意欲的なｸﾗﾌﾞ
にするため日々努力していきたいと思います
〈奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 竹永 薫 委員長〉
60 周年記念事業として記念誌の発行、記念例会の開催を準備
してきましたが、ｺﾛﾅ禍の為なかなか予定通りには運びません
でした。今年の 2 月に予定しました記念例会も延期となりまし
たが 4 月に開催することが出来ました。記念誌作成、記念例会
のｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾋﾞﾃﾞｵ等平林祐樹会員には大変ご尽力を頂きまし
た。有難うございました
〈職業奉仕委員会 壹岐 義史 委員長〉
一年間有難うございました
〈米山奨学委員会 福嶋 義信 委員長〉
米山奨学生をお世話するにあたり、佐々木ｶｳﾝｾﾗｰには大変ご
協力を頂いております。来年 1 年ありますのでご協力を宜しく
お願い致します
「スピーチ」【退任三役挨拶】
〈佐々木 佑倫 幹事〉
会員皆様のご指導ご協力に深く感謝申し上げます。そして高田会長、竹永副会長、
三留さん、本当にありがとうございました。このような節目の例会に出席できず、だらし
のない形になってしまい大変申し訳なく心苦しく思っております。
昨年 7 月 12 日から 9 月末まで政府からは 3 回目の緊急事態宣言が出され、お正
月明けから 3 月 21 日までは蔓延防止が出されました。コロナウイルスによって日常の
生活様式が変わり、人と人が直接会い、食事をするという当たり前であった例会を開催
することが困難になりました。そのような状況下でしたが、「zoom 例会」という新しいやり
方に挑戦し、皆様と画面を通じてお会いできた事はとても嬉しく、またガバナー公式訪
問が「zoom 例会」で行えた事はとても大きな出来事でした。「zoom 例会」をやってみよ
うと動いた会長の行動力、スムーズに開催できるよう環境を整え色々と準備をすすめて
いかれた実行力、様々なアイデア企画を提案される創造力にただただついていく事し
かできませんでした。幹事という大役を仰せつかりましたが、ｺﾛﾅと仕事を理由に残念
ながら出席することさえ半分もかないませんでした。しかし、とても貴重な経験をさせて
頂きました。
武藤会長をはじめとする新体制でますますのご発展を心より祈念いたします。ありが
とうございました。
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【竹永 薫 副会長】
副会長という形で隣の席に座らせて頂きました。行動力のある髙
田会長には感謝しております。一年間有難うございました。
【髙田 源太 会長】
一年間お世話になりました。ｸﾗﾌﾞ代表として、自衛艦隊司令官
はじめ他ｸﾗﾌﾞの方、地域の方々とお会いすることが出来ました。大
変勉強させて頂きました。
年度初めの例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとして 60 周年ということで福嶋義信会
員、森 洋会員、芹澤達之会員に当ｸﾗﾌﾞのことについてお話を頂き
ました。
11 月 9 日に日大生物資源学部非常勤講師の二村悟先生をお迎えし 「ｳ"ｪﾙﾆｰ公
園を歩く」というﾃｰﾏでお話して頂きました。大変勉強させて頂きました
11 月 16 日は移動例会座禅会（独園寺）を開催いたしました。生まれて初めての経験
でした。
ｺﾛﾅ禍の為 移動例会、外部卓話は少なかったですが、できるだけ例会を開催する
ことが出来ました。
ｽﾞｰﾑ例会を開催できたらと思っていましたが当ｸﾗﾌﾞでは無理なのかと感じていました。
しかし挑戦してみたら何とか出来ましたので、ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問はｽﾞｰﾑ例会で開催致し
ました。ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問のｽﾞｰﾑ例会は当ｸﾗﾌﾞが初めてだったそうです。
60 周年記念例会につきましてもｺﾛﾅ禍の中盛大とはいかないまでも退会された会
員・ｻﾙﾋﾞｱ会の皆様をお迎えして大変素晴らしい例会を開催出来ました。竹永委員
長・平林委員のご協力に感謝いたします。有難うございました。
次年度武藤会長のもと親睦と奉仕を掲げ一年間楽しい例会が開催されることを願っ
ております。有難うございました

槌の申し送り
髙田

源太
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修儀

次年度会長

