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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 

２０２２～２０２３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 武藤 修儀  副  会  長  小菅 健史 

 

幹    事 平林 祐樹  会報委員 長  芹澤 達之 

 

第２８４４回 ２０２２年 ８月 ９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  武藤 修儀 会長 

ゲスト    第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

       宮本 清志 様 

ビジター 

誕生日祝い   

入会記念日のお祝い 福嶋 義信 会員（1984.8.14） 

          伊与田あさ子会員（2010.8.10） 

 

 

 

 

 

 

宮本 清志様 

福嶋義信会員 平林祐樹幹事 

http://www.yokosukakita-rc.jp/
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「出席報告」 

（本日）8月 9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 

18名 18 名 9名 50.00％ 5名 14 名 77.78％ 

（前々回 7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 11名 61.11％ 3名 14 名 77.78％ 

「メーキャップされた会員」 

「ニコニコＢＯＸ」 

第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

  本日はお世話になります。宜しくお願い致します 

三役  暑い日が続いております。夏もこれからが本番、体調にくれぐれ

もお気を付けください。本日は第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐宮本清志

様をお迎えしております。本日もどうぞ宜しくお願い致します 

森 洋会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 暑い中お役目ご苦労様です。 

福嶋義信会員 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宮本清志様ご指導のほど宜しくお願い

致します。入会記念を祝って頂き有難うございます 

竹永 薫会員 本日は第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐宮本様ようこそお越し頂きました。

卓話宜しくお願い致します 

芹澤達之会員 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宮本清志様 ようこそおいで下さいま

した。本日はご指導宜しくお願い致します。 

髙田源太会員 宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそおいで下さいました。本日ｽﾋﾟｰﾁ宜しく

お願い致します。 

 

ニコニコＢＯＸの合計は 12,000円（累計 44,000 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」 

・本日は宮本清志ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えしてご指導を頂きます。宜しくお願い致

します 

・当ｸﾗﾌﾞ鈴木達治会員が 7月 24日ご逝去されました。享年 85歳でした。 

謹んでお悔やみを申し上げます。ｸﾗﾌﾞ規定により、弔電・お生花・香料をお届

けいたしました。 

・7 月 17 日（日）開催されたおっぱままつり「かき氷お手伝い」のお礼状が届

いております 

・前回ｸﾗﾌﾞ協議会において会員増強について協議され、当ｸﾗﾌﾞ 25名を目標に頑



3 

 

張っていきたいとの方向性が決まりました。 

・8月 23日ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の例会日に須田真由美さんの入会式を行う予定です 

・まだまだ暑い日が続きます 皆様 体調にお気を付けください 

 

「幹事報告」 

◎米山月間卓話（10月）ﾛｰﾀﾘｰ財団月間卓話（11月）依頼についての文書が届い

ております 

◎2022-2023米山奨学ｾﾐﾅｰ＆世話ｸﾗﾌﾞｶｳﾝｾﾗｰ・ｸﾗﾌﾞ米山担当者研修会 

 日  時 8 月 21日（日）14：00～17：00（受付 13：30～） 

 場  所 藤沢商工会館ﾐﾅﾊﾟｰｸ 6 階（多目的ﾎｰﾙ） 

 基調講演 米山奨学会常務理事 相澤光春様 

      よねやま米山親善大使 ｳｫｰﾀｰｽﾞ･ｶﾚﾝ･ｼﾞｭﾘｱ様 

◎新会員の集いのご案内 

  日  時 9 月 27日（火）18：00～20：30 

  場  所 藤沢ﾐﾅﾊﾟｰｸ多目的ﾎｰﾙ 

  基調講演 「ICTを学んで知り、ﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを楽しみましょう！」 

        まだまだ知らない Google の世界 

  講 演 者 PD ﾄﾚｰﾅｰ 青山 司 氏  

  対 象 者 2020 年 7月以降入会の会員 

◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・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 8月号 

◎回覧 ①南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報 ②「ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書」三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

◎本日例会終了後定例理事会開催。理事の方は宜しくお願い致します 

 

「委員会報告」  

【ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会 竹永 薫 委員長】 

8月 27日（土） 神奈川ﾌﾕｰﾁｬｰﾄﾞﾘｰﾑｽ BC ﾘｰｸﾞ野球ﾁｰﾑ 13：00試合開始 観戦 

追浜中学の野球部・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑの生徒たちを招待し、選手たちとの交流を図る 

予定 12：00横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑ集合・お弁当用意 16：30試合終了 

 

「スピーチ」 

【第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宮本 清志 様】 

〈2022‐23 ｼﾞｪﾆﾌｧｰ E.ｼﾞｮｰﾝｽﾞ RI会長紹介〉 

所属ｸﾗﾌﾞ：ｳｲﾝｻﾞｰﾛｰｽﾞﾗﾝﾄﾞﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

〈RI 会長ﾃｰﾏ〉  

ｲﾏｼﾞﾝﾛｰﾀﾘｰ IMAGINE ROTARY 
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「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」 

 想像してください ﾎﾟﾘｵのない世界を 

 想像してください みんなが安全な水を使える世界を 

 想像してください 病気のない世界を 

 想像してください すべての子供たちが読むことのできる世界を 

 想像してください やさしさ、希望、愛、平和を 

 

〈ﾋﾞｼﾞｮﾝと目標 DEI とは〉 

DIVERSITY：多様性 

EQUITY：公正性 

INCLUSION：ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ（開放性・包括性） 

 

〈ﾛｰﾀﾘｰﾋﾞｼﾞｮﾝ声明〉 

私たちは世界で地域社会でそして自分自身の中で 

持続可能な良い変化を生むために 

人々が手を取り合って行動する世界を目指しています 

優先事項 1 より大きなｲﾝﾊﾟｸﾄをもたらす 

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 

 

【ﾛｰﾀﾘｰの友 8月号紹介 芹澤 達之 会報委員長】 

横 P5 RI会長ﾒｯｾｰｼﾞ 

全ては招請することから始まる 

横 P7 特集 会員増強  多様性にあるｸﾗﾌﾞづくり 

横 P13 女性会員を増強しよう 

横 P14-17 ﾋｭｰｽﾄﾝ国際大会 次年度はﾒﾙﾎﾞﾙﾝです 

横 P22-23 おいしい生活のためのﾋﾝﾄ 

縦 4-8 危機を乗り越える夢と戦略 

    「廃れている景色」と「昭和の景色」の違い 

    ﾑｰﾐﾝ列車を思いつく 
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～例 会 風 景～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定 

２０２２年 

 ８月 ２日（火）（休 会）定款による 

   ９日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

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 芹澤達之会報委員長 

              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 かながわ信用金庫追浜支店 12：30  

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 12：00集合     

９月 ６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」芹澤達之会報委員長 

              ﾛｰﾀﾘｰの友月間 芹澤達之委員長会報 

             第３回定例理事会 13：30～14：30 

１３日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

           「なぜ SDGsが必要なのか」 今泉直人様 

２０日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

           新会員卓話 須田真由美様 

 

             

  

               

 


