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「君が代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
武藤 修儀 会長
新年度三役

山田 秀雄 会員（６月 ４日生）
片平 修一 会員（６月２７日生）
壹岐 義史 会員（７月 ３日生）
伊与田あさ子会員（７月 ６日生）

入会記念日のお祝い

誕生日祝の会員

壹岐 義史 会員（２０１９.７．１）
佐々木佑倫 会員（２０１９.７．１）
芹澤 達之 会員（１９９８.７．８）
入会祝の会員
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「出席報告」
（本日）7 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

18 名

13 名

72.22％

2名

15 名

修正出席率

83.33％

（前々回）6 月 14 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％

「メーキャップされた会員」
7/2 青少年交換委員会 前川永久会員
「ニコニコＢＯＸ」
三役
新年度となりました。まずは髙田前会長及び三役の
皆様 お疲れ様でした。引き続きまして
一年間どうぞよろしくお願い致します
福嶋義信会員 武藤会長はじめ三役の皆さん一年間宜しくお願い致します
芹澤達之会員 武藤内閣の発足おめでとうございます。一年間宜しくお願い致
します。入会月を祝って頂きまして有難うございます
山田秀雄会員 ご無沙汰しております。誕生日を祝って頂きありがとうござい
ます
片平修一会員

お誕生日をお祝い頂き有難うございます。一年間宜しくお願い
致します。
伊与田あさ子会員 新年度三役の皆様、今年度どうぞ宜しくお願いします。入会
記念日の皆様おめでとうございます。誕生日を祝って頂き有難
うございます
前川永久会員 新三役の皆様一年間宜しくお願い致します。
髙田源太会員 昨年度中は大変お世話になりました。武藤会長はじめ新年度三
役の皆様のご活躍を心から祈念いたします。
竹永 薫会員 新たな年度が始まりました。武藤会長はじめ三役の皆様一年間
宜しくお願い致します。
金井秀樹会員 新年度三役、これからよろしくお願いします
ニコニコＢＯＸの合計は 17,000 円（累計 17,000 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
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「会長あいさつ」
・2018 年 3 月に入会させて頂きまして 5 年目になりました。ﾛｰﾀﾘｰについては
まだわからないことが多く皆様のご協力・支えを頂きながら運営をしていけれ
ばと思います。後程 新年度挨拶の中でｸﾗﾌﾞ方針をお話させて頂きます。一年間
宜しくお願い致します
「幹事報告」
◎７月１日付で第１期会費のご請求をさせて頂きましたので
よろしくお取り計らいの程お願い申し上げます
◎RI 日本事務局より 7 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1 ㌦ 136 円
（現行 130 円）です
ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰﾋﾟﾝ 芹澤会員
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①2022‐2023 年度地区ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ及び補助金管理ｾﾐﾅｰ開催のご案内
日 時 7 月 16 日（土）場 所 ｱｲｸﾛｽ湘南 6 回「会議室」
②上半期人頭分担金送金依頼受領
a．本会計 上半期分 7,850 円(年額 15,700 円) 米山記念館維持費を含む
b．事業会計 上半期分 2,900 円(年額 5,800 円) 新世代助成費今期は実施せず
c.特別会計 （大会分担金）8,000 円
◎本日例会終了後 第１回定例理事会開催
◎配布 ①2022‐23 年度ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書 ②ﾛｰﾀﾘの友 7 月号
③2022‐23 年度会員証 ④6 月出欠表 ⑤年間出席率一覧表
◎回覧 ①ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書（横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
②週報 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
◎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
「スピーチ」
【ﾛｰﾀﾘｰの友 7 月号紹介
芹澤 達之 会報委員長】
横 P6-7 RI 会長 ｼﾞｪﾆﾌｧｰ E.ｼﾞｮｰﾝｽﾞ氏 ﾒｯｾｰｼﾞ
ｲﾏｼﾞﾝ ﾛｰﾀﾘｰ
横 P8-19 RI 会長ｽﾄｰﾘｰ
今の時代は平和と団結を必要としています。
違いがあっても共通点を見出してお互いを受け入れることが大切です。
横 P20-37
ｶﾞﾊﾞﾅｰの横顔 日本の 34 地区のｶﾞﾊﾞﾅｰが紹介されています
縦 P4-8
縦 P17-18

ﾎﾟｽﾄｺﾛﾅの生命哲学
千 玄室大宗匠による職業奉仕特別講演
「Service Above Self」（無私の奉仕）
自分を乗り越えた奉仕の精神
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【新年度三役挨拶】
【平林 祐樹 幹事】
今年度幹事を務めます平林です。宜しくお願い致します
経験の浅い会長・幹事ですが、皆様のご協力を頂きながら例会
運営をしていきたいと思っています。先ほどのﾛｰﾀﾘｰの友のご紹介にもありまし
たが全国的にもｸﾗﾌﾞ会員の減少が起きています。当ｸﾗﾌﾞも何とか拡大に努めた
いと思います。また、今年度は補助金を受ける事業を進める中でもあり、各委員
会とも相談しながら成功させたいと思っています。ｺﾛﾅ禍の中例会の方法も変わ
ってきています。ｺﾛﾅ前の例会方法も取り入れつつ新しい方法にも取り組んでい
けたらと思います。一年間どうぞ宜しくお願い致します。
【小菅 健史 副会長】
今年度副会長を務めます小菅です。武藤会長、平林幹事のも
と一年間頑張りたいと思いますので宜しくお願い致します
【武藤 修儀 会長】
◎2022‐2023年度国際ﾛｰﾀﾘｰRI会長ｼﾞｪﾆﾌｧｰE.ｼﾞｮｰﾝｽﾞのﾃｰﾏ
ＩＭＡＧＩＮＥ ＲＯＴＡＲＹ ｲﾏｼﾞﾝ ﾛｰﾀﾘｰ
◎2022-2023年度国際ﾛｰﾀﾘｰ第2780地区
佐藤祐一郎ｶﾞﾊﾞﾅｰの活動指針
「取り戻そう」
「記憶に残る年としよう！」
横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは1962年に創立され、昨年度60周年という輝かしい節目
の年を迎えることが出来ました。諸先輩方により築き上げてこられました歴史
や伝統を大切に守り、70周年に向け、新たな一歩を踏み出してまいります。
今後の皆様のご協力を賜り、一味同心となって努めてまいる所存です。
何卒宜しくお願い致します。
１． 国際ロータリー・地区との連携
RI会長のﾃｰﾏ「ＩＭＡＧＩＮＥ ＲＯＴＡＲＹ」に沿って活動し、地区が
掲げる 「地区ビジョンの実現」を目指します
２． ｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝの策定
昨年度創立60周年を迎え未来に向けてｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝを策定致します
３． 会員増強および維持
会員増強はﾛｰﾀﾘｰの重要な課題であり、会員一人一人の協力が求められ
ます。（目標数値を明確に起こす）
確固たる会員基盤があれば奉仕活動の可能性も広がり 地域社会におけ
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る存在感も高まります。会員増強のﾋﾞｼﾞｮﾝを策定することで全会員が意
識を一つに一人でも多く会員を増やすよう促してまいります。
４． 例会
例会の充実を図り、会員同士の親睦を深めることは、ｸﾗﾌﾞの魅力を高め
ることになり、出席率の向上ひいては会員増強、維持につながります。
今年度は、月３回の例会とし各委員会と協同して楽しめる例会を企画して
まいります。
各委員会には各担当月をお願いし、夜間例会も含め楽しい例会・有意義な
例会の企画をお願いしたいと思っていますので宜しくお願い致します
＊一年間

宜しくお願い致します

行事予定
２０２２年
７月

５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」芹澤達之雑誌委員長
新年度三役挨拶
第 1 回定例理事会 13：30～14：30
１２日（火）通常例会

かながわ信用金庫追浜支店
「SDGs について」

１９日（火）通常例会

12：30

今泉直人様

かながわ信用金庫追浜支店

12：30

ｸﾗﾌﾞ協議会「会員増強について」前川永久委員長
８月 ２日（火）
（休 会）定款による
９日（火）通常例会

第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問 宮本清志様
ﾛｰﾀﾘｰの友紹介 芹澤達之雑誌委員長
第２回定例理事会 13：40～14：30

１６日（火）振替休会

８月２７日（土）横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ奉仕事業の振替

２３日（火）通常例会

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区
ｶﾞﾊﾞﾅｰ 佐藤祐一郎様

２７日（土）移動例会

横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ 奉仕事業
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