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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２８６２回 ２０２３年 ２月 ７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    米山奨学生 郭 育婷さん 

ビジター 

誕生日祝い   武藤 修儀 会員（2月 15日生） 

    小出 純子 会員（2月 20日生） 

    須田真由美 会員（2月 25日生）

  

入会記念日のお祝い 

「出席報告」 

（本日）2月 7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 12名 66.67％ 2名 14 名 77.78％ 

http://www.yokosukakita-rc.jp/
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（前々回）1月 17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」 

「ニコニコＢＯＸ」 

三役  皆様こんにちは。大寒も過ぎ日ごとに温かさを

少しは感じるこの頃です。本日は米山奨学生郭

さん宜しくお願い致します 

武藤修儀会員 お誕生日のお祝い有難うございます 

小出純子会員 お誕生日を祝って頂きまして有難うございま

す。これからも宜しくお願い申し上げます 

福嶋義信会員 ｶｸ ﾕｳﾃｨﾝさん卓話よろしくお願いします。 

竹永 薫会員 本日は 芹澤達之委員長「ﾛｰﾀﾘｰの友の紹介」、郭さん、卓話 宜

しくお願い致します。 

髙田源太会員 武藤さん、小出さん、須田さんお誕生日おめでとうございます。

郭さん ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。勉強頑張って！ 

佐々木佑倫会員 郭さん今日はｽﾋﾟｰﾁお願いします。来月は卒業ですね。 

夢に向かって頑張ってください。 

武藤会長、小出会員、須田会員お誕生日おめでとうございます 

金井秀樹会員 本日もよろしくお願いします。郭さん 卓話宜しくお願い致し

ます。 

ニコニコＢＯＸの合計は 12,000円（累計 194,000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」 

・月日の経つのは早いもので、1月に入ったと思っていたらもう今日は 2月にな

ってしまいました。毎日を大事に大切に過ごしたいと思っております。 

・本日は郭さんに卓話をお願いしております。宜しくお願い致します。 

「幹事報告」 

◎RI日本事務局より 2月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは 1㌦ 130円です（現行 132円） 

◎回覧 ①横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報  

②追浜ﾏﾗｿﾝによる交通規制のお知らせ（2月 26日）②社協おっぱま 

◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友 2月号 ②1月出欠席一覧表 

◎第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長・幹事会のご案内 

 日時 2月 16日（木）13：35～ 

 場所 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ例会場（大明寺） 
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◎三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより創立 60周年記念講演のご案内 

 日時 3月 21日（火・祝）午後 2：00～（受付 午後 1：30分～） 

 会場 三浦市民ﾎｰﾙ（三浦市三崎 5-3-1 うらり内） 

 講演者 元内閣総理大臣 小泉 純一郎氏 

◎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より・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

ご案内受領 

 

「委員会報告」  

「スピーチ」 

【米山奨学生 郭 育婷さん】 

・2023年 3月 31 日で奨学期間の終了する郭育婷さん 

1．台湾の歯科国家試験の勉強 

神奈川歯科大学附属病院で研修医 

研修医は歯周病を勉強して将来はｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ専門を進みたい 

2．家族と海外旅行 

家族を連れてﾖｰﾛｯﾊﾟで旅行したい 

3．これからﾁｬﾚﾝｼﾞしたいこと 

①運転免許を取ること 

②ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞすること 

③ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞすること 

運動は趣味で、これからいろいろな運動をﾁｬﾚﾝｼﾞしたいと思います 

 

【ﾛｰﾀﾘｰの友 2月号紹介】 

横 P4-5   RI会長ﾒｯｾｰｼﾞ 

「女児のｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ（力を与える）は 公平性以上   

のことを創り出す」 

横 P8-19  平和構築を紛争予防月間 特集 

     1枚の写真を前に日知人は何を感じ、考えるか 

横Ｐ40  ｴﾊﾞﾝｽﾄﾝ便り 

     野生型ﾎﾟﾘｵｳｨﾙｽによる症例数 

     常在国  ﾊﾟｷｽﾀﾝ  20人 

          ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ 2人 

     非常在国 ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ 8人 

縦 4-8  人との出会い 他者のために生きる 

     安斎 隆 東洋大学理事長 
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～例 会 風 景～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行事予定 

２０２３年 

  ２月 ７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 

              卓話 米山奨学生郭育婷（ｶｸ ﾕｳﾃｨﾝ）さん 

               第８回定例理事会 13：30～14：30 

    １４日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

              「地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会より」髙田源太会員 

    ２１日（火）移動例会「龍宮の刻」 12：30 

              ｸﾗﾌﾞ協議会 「会員増強について」前川永久委員長 

  ３月 ７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 

              会員卓話 佐々木佑倫会員 

               第９回定例理事会 13：30～14：30 

    １２日（火）移動例会 10000㍍ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ作戦  

横須賀商工会議所集合 8：45 9：00出発 

海辺つり公園到着   10：45 

    １４日（火）振替休会 １２日（日）の振替 

    ２１日（火）休  会 祝日（春分の日） 

    ２８日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30 

               PETS報告 平林祐樹会長ｴﾚｸﾄ 


