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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２８４５回 ２０２２年 ８月２３日『火曜日』横須賀北ＲＣ 

点 鐘 

合 唱  「我らの生業」  

司 会  武藤 修儀 会長 

ゲスト    国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780地区 

         ｶﾞﾊﾞﾅｰ 佐藤 祐一郎 様 

       第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

             宮本 清志 様 

       米山奨学生 郭 育婷（ｶｸ ﾕｳﾃｨﾝ）さん 

ビジター  

入会式       （有）坂庭資源開発 

              須田 真由美 会員 

誕生日祝い   

入会記念日のお祝い 

「出席報告」 

（本日）8月 23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 19 名 14名 73.68％ 2名 16 名 84.21％ 

http://www.yokosukakita-rc.jp/
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（前々回）7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 

19名 18 名 10名 55.56％ 2名 12 名 66.67％ 

「メーキャップされた会員」 

「ニコニコＢＯＸ」 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 佐藤祐一郎様 

皆様にお逢いするのを楽しみにしておりました。日頃より大変

お世話になっております。本日は宜しくお願い申し上げます。 

第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 宮本清志様 

  今日は佐藤ｶﾞﾊﾞﾅｰのお供で参りました 

三役  第 2780地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ佐藤祐一郎様、同第 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頂きました。ご指導のほど宜しくお願い

致します。須田真由美様入会おめでとうございます。どうぞよろ

しくお願い致します 

森 洋会員 佐藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ、宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、公式訪問ご苦労様です。ご指導宜

しくお願い致します。須田さん入会おめでとうございます。これ

からご一緒にﾛｰﾀﾘｰ活動に励みましょう 

福嶋義信会員 佐藤祐一郎ｶﾞﾊﾞﾅｰ、ご指導宜しくお願い致します 

       須田真由美様入会おめでとうございます。 

石井伸二会員 佐藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ、宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐本日は宜しくお願い致します。 

須田さん 入会おめでとうございます 

芹澤達之会員 佐藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ 本日はご指導宜しくお願い致します。宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ

補佐ようこそおいで下さいました。須田様ご入会頂きまして 

ありがとうございます。これからも宜しくお願い致します 

前川永久会員 佐藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ、宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、ようこそおいで下さいました。 

須田会員 入会おめでとうございます 

竹永 薫会員 本日は第 2780地区佐藤ｶﾞﾊﾞﾅｰそして宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、ようこそ

お越し頂きました。また本日入会となりました須田会員おめで

とうございます。今後の活動よろしくお願い致します 

髙田源太会員 佐藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ、宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそおいで下さいました。 

須田会員 入会おめでとうございます 

金井秀樹会員 佐藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ、宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐本日は宜しくお願い致します。 

須田さん 入会おめでとうございます 

佐々木佑倫会員 佐藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ、宮本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐本日は有難うございます。 

ご指導宜しくお願い申し上げます。須田会員入会おめでとうござ

います。どうぞよろしくお願い致します 
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ニコニコＢＯＸの合計は 17,000円（累計 61,000 円） 

財団ＢＯＸの合計は 9,500 円（累計 15,800 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」 

・本日も例会ご出席有難うございます。まだまだ暑さが続きますどうぞ体調管理

にお気を付けください。 

・本日は佐藤ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えしてご指導を頂きたいと思います。宜しくお願い

致します 

・27 日は移動例会。初めての試みで地元の中学生をご招待し、神奈川ﾌﾕｰﾁｬｰﾄﾞ

ﾘｰﾑｽ野球観戦と懇親会の予定となっております。ご参加の会員の皆様宜しく

お願い致します 

 

「幹事報告」 

◎第 3回会長幹事会のお知らせ 

 日 時 8月 26 日（金）13：35～ 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ例会場 

◎配布 ①ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 ②８月定例理事会議事録 ③地区大会案内冊子 

◎回覧 ①ﾊｲﾗｲﾄよねやま 269②三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより Instagram 開設のお知らせ 

    ③横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報 

◎次週例会が移動例会のため本日財団 BOXを廻します。ご協力お願い致します 

◎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より例会のお知らせ 

 

米山奨学生 

郭 育婷さん 

ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰﾋﾟﾝ受賞 

山田秀雄会員 

RI ﾃｰﾏピン受領 

金井秀樹会員 

入会式 

須田真由美会員 

出席報告 

佐々木佑倫 SAA 

ﾆｺﾆｺ報告 

金井秀樹副 SAA 
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「委員会報告」 

【8月 27日（土）移動例会について  竹永 薫委員長】 

横須賀“未来の夢”ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ！！ 

 ～ｼﾞｭﾆｱｻﾎﾟｰﾀｰ球場ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験～ 

当日の予定概要（別紙参照） 

10：30 ﾛｰﾀﾘｰﾒﾝﾊﾞｰ集合 ｾﾚﾓﾆｰ・試合観戦・ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞ指導・ 

写真撮影 17：30終了 

「スピーチ」 

【国際ロータリー第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 佐藤 祐一郎 様】 

【RI 会長ｼﾞｪﾆﾌｧｰ E.ｼﾞｮｰﾝｽﾞ】 

【RI 会長ﾃｰﾏ：ｲﾏｼﾞﾝﾛｰﾀﾘｰ】 

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） 

 

【2022-23 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区活動の指針】 

ひとり一人、あらゆる全ての会員が役割を持ち、楽しんで積極的に参加できる

ｸﾗﾌﾞの結集でこそ実現に近づきます。ﾛｰﾀﾘｰはｸﾗﾌﾞが原点です。そしてひとり一

人の会員が大切です。もっと学びそれぞれの能力を活かし、ｸﾗﾌﾞの力を合わせて

ｲﾒｰｼﾞした世界の実現を目指しましょう。 

会員数（仲間を増やそう！DEIは変化への適応力を高め。活動範囲を拡げます） 

親睦活動（仲間を作ろう！ｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞを越て） 

奉仕活動（仲間と行動しよう！地域・世界） 

寄付（ﾎﾟﾘｵ根絶/＄40・R財団/＄200・米山/2万円） 

地域やｸﾞﾙｰﾌﾟでの学びと懇親の集会（IM） 

地域の青少年とのふれあいと育成（RYIA） 

学ぶ機会と充実した例会（新会員のｻﾎﾟｰﾄ・卓話の充実） 

ﾛｰﾀﾘｰの誇り 

【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！ 
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【記憶に残る年にしよう】 

ﾛｰﾀﾘｰの基本は、ｸﾗﾌﾞ・会員ひとり一人です。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。そのための努力が必要です。

ｼﾞｮｰﾝｽﾞ会長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。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 

 

 

 

 

 

～例 会 風 景～ 

 

 

 

 

 


