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先日、関東地方の入梅が発表され、天候
不順な梅雨どきとなり、蒸し暑い日と肌寒
い日があって、服装も難しい時期です。ど
うぞ体調の管理にお気を付けいただきたい
と思います。
クラブでは、昨日から、新年度の委員会も立ち上がり、だん
だんと新年度体制への移行が始まるとともに、今年度もカウン
トダウンが始まったように感じております。そんな中で、今年
度やり残しつつあることを考えてみました。一つは、会員増強

奉仕プ・広報・会員増強・
R 財団関係

下半期報告

―次回のお知らせ―
6 月 22 日（18:30）
今年度最終同伴例会

直前会長◆桐田 吉彦

引き継ぎ式

会報委員長◇宝子山 泰久

（於：リビエラ）

2017 年 6 月 8 日 ─
報

菊池会長の時間
みなさん、こんにちは

本日の進行（18:30）

告

松田幹事 到着物：・ガバナー月信 6 月号、横須賀北 RC 週報
開催案内：・7/16（土）米山学友会「クリーンキャンペーン」
11:00 片瀬海岸集合、清掃、13:00～海の家にて BBQ
・8/19,20 第 6 回全国ｲﾝﾀｰｱｸﾄ研究会、第 4 回全国ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委
員長会議、第 1 回全国ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ会長幹事顧問会議
於：宇都宮東武ホテル、栃木教育会館大ホール
・9/8（金）2017－１８年 地区大会親睦ゴルフコンペ
於：相模原ゴルフクラブ（受付 6:30～）
その他報告 桐ケ谷会員：観光協会より代表してご連絡致しま
す。2 年連続行ったスプラッシュウォーターはロータリー
クラブからはご協力頂いておりましたが、今年は行わない
事となりました。

及び退会防止についてです。今年度 5 月末現在、３名の増強出
来ましたが、残念ながら２名のベテラン会員がお亡くなりにな

奥様：矢部美代子（光治）、村田正美（典

り、純増１名の状態であります。会員増強委員会より、新会員

昭）
、清水喜久恵（信行）
結婚：桐田吉彦・照子

候補は何名もあげていただいておりますが、思うように、面談
が進まず、例会にビジター参加する等に至らないのが申し訳な

葉山 RC 奥山会長…55 周年おめでとうござい
ました。おかげ様で葉山も 35 周年を迎える事
ができ、ありがとうございました。式典にてご
挨拶させて頂き感謝申し上げます。そして菊池
会長、松田幹事お疲れ様でした。

いところであります。年度を跨ぐことになりますが、蒔いた種
が芽を出すよう努力を続けて行きたいと思います。二つ目は、
R 財団と米山の寄付関係です。特に財団寄付は、今年度次年度
と補助金授受が決まっておりますので、もらうばかりでなく、
しっかり寄付金額を積み上げなければなりません。4 月から 6
月まで、一人 1,000 円づつの寄付をお願いし、おかげさまで、
何とか年度内に一会員当たり 30 ドルの寄付を達成することが
出来ました。来年度は、私自身が財団米山の担当理事になりま
すので、会員に大きな負担を一度にかけないよう、少しづつ積
み立てること。そして、ポールハリスフェローの目標に近い方
や、トータルの寄付額が 200 ドルに満たない方など、個別に
寄付をお願いすること。二つの手法で、寄付目標に近づけて行
きたいと委員会では、話し合っています。

6 月 10 日披露山梅もぎ実施
参加者：森澤委員長・菊池会長・
松田幹事・松田波晄君・山口・三
宅・矢部房・山本由・清水惠
収穫は何と 13 キログラム、
大粒。
焼酎・ブランデー酒、梅ジュース
も作る予定。乞うご期待。
【出席報告】会員数 52 名（出席免除４名）
出席者 25 名 出席率 49.01%
【ビジター】葉山 RC 会長奥山源一朗様

さて、本日の卓話は、本年度の締め括りとなる下半期活動
報告になります。みなさん、ご苦労いただいたこと、感想など
を含めて、ご報告を宜しくお願い致します。

財団ニコニコ
米山ニコニコ

湊屋 ＄90
山科、大野
村松、小西、大下 各＄10
大下 1､000 円

各＄30

『役員・クラブ管理運営 下半期報告』
【村松副会長】今年は５５周年で大変な年でした。京都の千
宗守さんから手紙を頂いて鎌倉で会があるので是非来てくれ
とご招待を受けました。菊池会長は大変細かいところまで気
を使われ、この真似は出来ないだろうと、至ってのんびり屋
です。松田幹事も充分な仕事をされて大変参考になりました。

【川上プログラム委員長】今年は内容をバラエティーとバラ
ンスを考えていた。例えば地元の歴史、地元の様々なお話、
時事問題を取り入れた。テーマはバラエティーがあったよう
に思います。低予算で出来たと思います。委員会メンバーの
方、ありがとうございました。

【宝子山副会長】半病人で副会長の仕事が出来なくて大変申
し訳なく思っております。副会長の仕事ではないですが５５
周年の記念誌の委員長をやっておりまして、めずらしく一生
懸命この仕事に掛かってます。７月末には配布予定です。お
役に立てなくて申し訳ないと思っておりますが本当に一年間
ありがとうございました。

【大野親睦活動・家族副委員長】本来は匂坂さんですが本日
は代役を務めます。１月から６月末までは新年会でお肉のビ
ンゴから始まりました。５５周年がありましたので新年会か
ら少し間が開きまして、6/15 の親睦旅行、6/22 の最終例
会が残っております。最後までみなさんのご協力で無事終わ
らせたいと思っておりますのでよろしくお願いします。

【松田幹事】今年度は５５周年の大きなイベントがあり、出
来る限りのことを努めるつもりでしたが、足りないところが
ございまして皆様にご協力頂き、感謝の一年となりました。
最初は不安でしたが皆様の一人ひとりの力が凄くあるのを実
感致しました。みなさんのお力添えがあったのでパーティー
が上手くできました。最終例会含め２回残っておりますが幹
事として務めさせて頂きますので最後までみなさんの力を借
りて菊池年度を終わらせたいです。よろしくお願いします。

【福嶋ニコニコ委員長】一年間ありがとうございました。本
日を持ちまして合計が２，１７０千円になりました。目標に
あと一歩です。会長・幹事の力です。

【矢部 SAA】55 周年の年に会長から SAA をやって欲しい
と依頼があり、心に残るような年にしたいと思い、「ロータリ
ーの目的の唱和」をしたいと申し上げました。宝子山さんに素
晴らしいパネルを作って頂き、感謝申し上げます。若い会員さ
んに勉強してもらいたいなと言う願いも兼ねてロータリーの
目的唱和をしました。感謝、感謝の一年でした。松田幹事のお
かげで例会がスムーズﾞに開催されました。匂坂委員長の親睦
委員会がリーダーシップを発揮してくれました。松田事務局に
協力してもらいました。この３つが大変感謝の一年でした。
【清水会計代理】２月に亡くなられた市川さんにお世話にな
りましたのでお礼も兼ねて決算までやるつもりです。今年は
健全財政でした。繰越金も多く、補正をすることなく済んで
おります。

クラブ奉仕委員会
【桐田理事】なるべく陰にまわって口を出すことなくじっと
見守ってきました。そのせいか無事に終わり、ご協力ありが
とうございました。クラブ奉仕委員会のご報告。４つの委員
会から成っています。全て一年間無事に終わったと思います。

【橘出席委員長】年間のベスト３は第１位が 100％例会の
100％。第２位は５５周年の９２％。第３位は納涼会の９
０％。平均して６０％を超えている。１００％出席は８名、
ワースト３に聞いてみました。理由は、仕事が忙しい、1 回
休むといいかな思う。例会で声をかけてもらえない。このよ
うな意見がありました。
【山科 55 周年実行委員長】大成功だった。私は何もしてませ
ん。唯一したのは横浜でやる、グランドホテルでやるの２点。

奉仕プロジェクト委員会
【臼井青少年奉仕委員長】前半にイベントが固まっている。
助成金の授与、留学生選出が主である。
【大野インターアクト委員長】当初４つの目的を掲げた。一
つ目はビーチバレー、市民祭りで交流を深めた。二つ目は逗
子開成中学校に積極的にアナウンス。三つ目は逗子開成中学
に内容を伝える。四つ目はインターアクトクラブの会員増強
および活動の活性化をサポートする。今、高校２年生しかい
ません。よって入らないと来年は終わってしまう。ロータリ
ーとの繋がりを有意義に感じてもらえるよう来年度に向けて
やっていこうと思ってます。

担当：小西

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥４５,１９０

奥山源一朗様（葉山 RC）…宜しくお願い致します！
菊池君…下半期報告よろしくお願いします。
（入梅で生憎のお天
気ですが）
松田君…最終例会まで宜しくお願い致します。
宝子山君…菊池丸いよいよ港が見えて来ました。思い出深い航
海に感謝！
村松君…いよいよ梅雨入り、うっとうしい日々です。
矢部（光）君…妻の誕生日祝いを頂いて。一年間 SAA にご協力
有難う御座いました。
船津君…よろしく。
毛利君…あと少しです。最後迄頑張ります。
福嶋君…いよいよ梅雨入り。いやな天気が続くのか。
鈴木（久）君、山口君…梅雨に入り皆さん健康に注意して下さい！
山科君…そろそろ菊池丸も目的地間近ですね。

￥２,１７１,５２０
矢部（房）君…昨日梅雨入りこれから蒸し暑いです。
臼井君…年度末あわただしいですね。
桐田君…結婚祝いを頂きましてありがとうございます。
山本（由）君…梅雨入り雨が降ると野菜の水やりがなくなり助
かります。
川上君…梅雨入り、ジメジメですね。
大野君…下半期報告、各委員長よろしくお願いします。
北島君…ご無沙汰です。酒がドクターストップでちょっと我慢
してます。
桐ケ谷君…菊池会長 1 年間ご苦労様でした。
鈴木（弘）君…久々の例会です。宜しくお願いします。
清水（惠）さん…梅雨、あじさいの季節。
小西君…ついに梅雨入りしてしまいました。早く本格的な夏の
到来を待っている日々です。

