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「出席報告」
（本日）11 月 1 日
総数

出席対象数

出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

計

18 名

18 名

9名

50.00％

5名

14 名
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修正出席率

77.78％

（前々回）10 月 11 日
総数

出席対象数

出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

計

18 名

18 名

13 名

72.22％

2名

15 名

修正出席率

83.33％

「メーキャップされた会員」
10/6 川崎ﾏﾘｰﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 石井伸二会員
10/15 地区大会会長・幹事会・指導者研修ｾﾐﾅｰ 武藤修儀会長
10/15 地区大会午餐会・晩餐会 森 洋会員
10/20 三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 髙田源太会員
「ニコニコＢＯＸ」
三役
先日の追浜駅前ﾎﾟﾘｵ募金活動におきましては、ご協力頂きまし
た方々本当にありがとうございました。本日の「ﾛｰﾀﾘｰの友 11 月
号紹介」芹澤 達之会報委員長、「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間卓話」伊与田
あさ子ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長、宜しくお願い致します
福嶋義信会員 伊与田会員、卓話宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 平林会員お誕生日おめでとうございます。
芹澤会員「ﾛｰﾀﾘｰの友紹介」宜しくお願い致します
平林祐樹会員 お誕生日をお祝い頂きありがとうございます。46 歳になります
金井秀樹会員 朝晩が急に寒くなってきましたので体調にご留意頂き本日も宜
しくお願いします
ニコニコＢＯＸの合計は 8,000 円（累計 126,000 円）
財団ＢＯＸの合計は 4,500 円(累計 24,500 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。先日のﾎﾟﾘｵ募金活動にご協力頂きまして
有難うございました。募金額は 15,435 円でした。
・又 地区大会にご参加の皆様有難うございました。
・芹澤達之会報委員長、伊与田あさ子ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長、本日は宜しくお願い致
します
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①2022－23 年度社会・国際奉仕委員長研修会のご案内
日時：12 月 10 日（土）14：00～16：30（13：30 より登録開始）
場所：ｱｲｸﾛｽ湘南(ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ 6 階 E 号室)
ﾃｰﾏ：「やってみよう、新しい何かを」
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◎回覧 ①新会員親睦会（日帰りﾊﾞｽ旅行）With 米山委員会のお誘い
②横浜金沢八景ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞ活動計画書 ③ﾊｲﾗｲﾄよねやま 271
④横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報
◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友 11 月号 ②10 月定例理事会議事録 ③10 月例会出席表
◎10 月最終例会が移動例会でしたので本日財団 BOX を廻します。
◎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
◎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・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 11 月号紹介 芹澤 達之 会報委員長】
横 P4-5 RI 会長ﾒｯｾｰｼﾞ
心を込めてﾛｰﾀﾘｰのｽﾄｰﾘｰを共有しよう
横 P7-13 特集ﾛｰﾀﾘｰ財団月間
大規模ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ補助金 女性の尊厳を再認識しよう
横 P18-25 2023 年国際大会の開催地
向かう先はﾒﾙﾎﾞﾙﾝ
横 P30-39 ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰでたどる「友」70 年
1970～80‘s
縦 4-8 人との出会い人とのつながり
元ﾛｰﾀﾘｰ財団奨学生 中山 理氏 麗澤大学前学長
【財団の寄付金の活用のお話

伊与田あさ子

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長」

ﾛｰﾀﾘｱﾝから 3 年前に寄付された年次寄付と恒久基金の運用益
の 50％を足したものが、地区財団活動資金に 50％、国際財団活
動資金に 50％使われます。
地区財団活動資金はﾛｰﾀﾘｱﾝの奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを支援するため
の補助金として地区補助金とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金に分けて使われます
◎地区補助金 2019～2020 年度に実施されたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの紹介
・かながわ湘南 RC 補助金＄3,490 ﾈﾊﾟｰﾙの貧しい家庭の女性たち 10 人を対象に、
「手織り技術を学ぶための研修」を行うことにより、技術を身に着け収入向上を目指す。
・横須賀南西 RC 補助金$3,190 紫陽花とさくらの植え付けと植樹を門山墓地通路と
北久里浜根岸公園に地域住民、地域学生、ﾛｰﾀﾘｱﾝで行う。
・相模原中 RC ＄3,360 相模原市内中学校で卓球部に所属する１，２年生 150 名程
度対象に、ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの経歴を誇るｺｰﾁから直接指導を受ける卓球教室を開催。
横須賀北 RC の野球ｲﾍﾞﾝﾄなどもこの系統で行くと思う。
・二宮 RC 補助金＄3,730 夏休み中『子供食堂』開催。小中学生対象。孤食を減らし、
地域に子供食堂開催を促す
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◎ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金のお話
うちのﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵの発表会の宣伝ではありませんが、今回取り上げる「ｺｯﾍﾟﾘｱ」とい
う作品の舞台はﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞのｶﾞﾘﾂｨｱ地方ですが、この地は現在はｳｸﾗｲﾅ領なのです。
今、戦争さなかのｳｸﾗｲﾅへﾛｰﾀﾘｰ財団の支援は困難かもしれませんが、この戦争が
終わったあかつきには、ｳｸﾗｲﾅの戦後復旧、復興のためそれこそﾛｰﾀﾘｰ財団の寄付
が活かされると思います。
2020 年～21 年度に実施されたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄはほとんどがｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策に関するもの
でした
【ﾎﾟﾘｵ撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ】
10 月 23 日（日）京浜急行追浜駅前ﾃﾞｯｷ

行事予定
２０２２年
１１月 １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
「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間」
第５回定例理事会
１１月

伊与田あさ子ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長
13：30～14：30

８日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店
卓話 「SDGs とﾋﾞｼﾞﾈｽ」

１１月１５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
卓話 「地域と防災について」地域防災課係長

１２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
「職業奉仕月間卓話」石井伸二職業奉仕委員長
第６回定例理事会

13：30～14：30

１２月１３日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店
卓話未定
１２月２０日（火）夜間移動例会

場所未定 18：00～

三役半期報告

4

12：30

