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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２８４７回 ２０２２年 ９月 ６日『火曜日』横須賀北ＲＣ 

例会場「龍宮の刻」 

 

点 鐘 

司 会  武藤 修儀 会長 

ゲスト     

ビジター   横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 新倉 定治 様 

誕生日祝い   

入会記念日のお祝い 伊与田あさ子会員（2010.8.10） 

 

「出席報告」 

（本日）9月 6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 12名 63.16％ 3名 15 名 78.95％ 

（前回）8月 27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 8名 42.116％ 6名 14 名 73.68％ 

 

新倉 定治 様 

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

（前々前回）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％ 

 

「メーキャップされた会員」 

8/26 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会 武藤修儀会長 小菅健史副会長 

「ニコニコＢＯＸ」 

横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 新倉定治様 

しばらくです。宜しくお願い致します。武藤会長一年間頑張って

ください 

三役  皆様こんにちは。横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉定治様ようこそおいで下

さいました。また伊与田会員入会記念おめでとうございます。 

まだまだ暑い日が続いております。お身体ご自愛ください 

福嶋義信会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉会員ようこそ 

伊与田あさ子会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉様ようこそいらっしゃいませ。ごゆっ 

くりお過ごしください。芹澤会員ﾛｰﾀﾘｰの友紹介宜しくお願 

い致します。入会記念のお祝いをして頂き有難うございます 

小出純子会員 横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ新倉会員ようこそ 

竹永 薫会員 8 月 27 日に行われた追浜中学校との例会では暑い中ご協力いた

だき有難うございました。横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより新倉様、ようこ

そお越し頂きました。 

髙田源太会員 新倉様、本日はようこそおいで下さいました。 

芹澤委員長 卓話宜しくお願い致します 

 

ニコニコＢＯＸの合計は 10,000円（累計 71,000 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 

 

 

 

 

 

 

 

入会記念祝 

伊与田あさ子会員 

 

ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ 

片平修一会員 

出席報告 

須田真由美会員 

ﾆｺﾆｺ報告 

髙田源太会員 
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「会長あいさつ」 

・本日もご出席有難うございます。横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの新倉様 例会にご出席有

難うございます。まだまだ暑い日が続きますが体調にお気を付けください。 

・先週の例会は横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑにおいて、追浜中学校の野球部・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部の生徒

さんを招待し、神奈川ﾌﾕｰﾁｬｰﾄﾞﾘｰﾑｽの野球観戦とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を行いました。

暑い中ご出席の皆様有難うございました 

 

「幹事報告」 

◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より 

①地区大会のご案内 

  日 時 10月 15日（土）会長・幹事会 13：35～ 

  場 所 ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ東京町田 

  日 時 10月 16日（日）新世代交流会・ｴｸｽｶｰｼｮﾝ 

              本会議 11：30～ 

  場 所 けやき会館大樹の間・相模原市民会館 

 ②青森県大雨災害への義援金協力依頼 

◎第 4回第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会 

 日 時 9月 12 日（月）18：00～ 

 場 所 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 

◎横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ 

◎9月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1㌦ 139円（現行 133円）です 

◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友 

◎回覧 ①米山梅吉記念館「館報秋号」②ｶﾞﾊﾞﾅｰより公式訪問お礼状 

    ③ﾛｰﾀﾘｱﾝ国際ｽｷｰﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟﾆｾｺ大会のご案内 

④横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報 

◎本日例会終了後定例理事会開催。関係理事の方は宜しくお願い致します 

 

「委員会報告」 

竹永 薫 委員長より  

・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ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験を 

8月 27日（土）横須賀ｽﾀｼﾞｱﾑで開催いたしました。 

追浜中学校の先生・生徒さん達には暑い中ご協力頂き楽し  

い時間を過ごすことが出来ました。 

これからも継続できるようにしていきたいと思っています 
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「スピーチ」 

【ﾛｰﾀﾘｰの友月間】【ﾛｰﾀﾘｰの友 9月号紹介】芹澤 達之 会報委員長 

横 P4-5RI会長ﾒｯｾｰｼﾞ 

危険を冒す力 

横 P7-18 ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰでたどる｛友｝70 年 

   1952年から 1968年までのﾛｰﾀﾘｰ関連の出来事などを      

写真を交えて紹介しています 

横 P19-20 ﾛｰﾀﾘｰの友 70年  

ﾃｷｽﾄ検索機能が紹介されています 

横 P24-33 一盌からﾋﾟｰｽﾌﾙﾈｽを 

ﾛｰﾀﾘｰ日本財団理事長 ﾕﾈｽｺ親善大使 日本・国連親善大使 千 玄室氏 

縦 4-8 折り返し地点からのﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 隈 研吾（建築家） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定 

２０２２年 

 ９月 ６日（火）通常例会 「龍宮の刻」 12：30 例会場変更 

              「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 須田真由美会員 

１０月 ４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 

               米山月間 経済と地域社会の発展月間  

卓話 福嶋義信委員長 

              第４回定例理事会 13：30～14：30 

１１日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

           卓話 海上自衛隊自衛艦艦隊司令官 

              海将 湯浅秀樹様 

１６日（日）地区大会 相模原市民会館 

１８日（火）振替休会 地区大会の振替 

 

             

  

               

 


