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―2716 回 例会記録
今年度より、伝統ある逗子ロータリーク
ラブ第５８代会長を仰せつかりました山
本です。１年間、務めさせていただきます。
今年度は、４９名の会員でスタートいたし
ます。逗子ロータリークラブの目標として、
会員増強・退会防止が最重要と考えており
ます。親睦活動としては、会員の皆様全員で、明るく楽しいク
ラブ活動を行っていきます。また、社会奉仕事業として、逗子
市民まつり・逗子海岸ビーチバレー大会等で、公共イメージの
向上を目指します。特に、会員増強に対しましては、若手会員
を増やし、今後のロータリー活動の活性化と、次世代育成に力
を入れます。ベテラン会員と若手会員の皆様の協力をいただき、
楽しく、実のあるクラブ運営をしていきたいと思っております。
１年間、どうぞ宜しくご指導をお願い致します。
今日は年度のスタートとして、役員就任挨拶と、クラブ奉仕・
奉仕プロジェクト各委員会の年度方針発表をしていただきます。
宜しくお願い致します。これで会長の時間を終わります。

財団ニコニコ 山本（由）べネファクター ＄1,000
山本（由）
、矢部（光）
各＄２００
矢部（房）
、鈴木（安）
、菊池、橘（武）
、桐ケ谷、北島
各＄１０
米山ニコニコ 山本（由）
100,000 円
矢部（光）20,000 円
臼井
2,000 円
船津、矢部（房）、鈴木（安）、菊池、橘（武）、桐ケ谷、
北島
各 1,000 円

【出席報告】 会員数 49 名（出席免除 4 名）
出席者 36 名 出席率 73.46%

―次回のお知らせ―
7 月 19 日(18:30)
山本 詔一氏
（郷土史家）
「三浦按針について」

2018 年 7 月 5 日―
幹事報告
清水幹事
到着物：・ガバナー月信７月号、ロータリー
の友７月号、職業奉仕パンフレット
週報：横須賀北 RC
７月ロータリーレート：＄１=110 円
開催案内：7/14（土）於：第１相澤ビル 6 階
13 時～第２回インター・ローターアクト委員会
14 時～アクターズミーティング
委員会報告
岩堀親睦委員長：本年度親睦委員長を致します、
宜しくお願いします。7/26 納涼同伴例会開催いたします。
逗子マリーナにて、ＢＱＱ，ハワイアンコンサート、フラダンス
の催し物を行います。是非参加お願い致します。
村松雑誌委員長：今年度より雑誌委員長を致します。面白いペー
ジをピックアップしてみました。是非ご一読下さい。

7 月理事会報告
・2017-18 年度決算、2018-19 年度予算
承認
・2017-18 年度最終例会報告
承認
・納涼親睦会 7/26 逗子マリーナアクアガーデンにてＢ
ＱＱ、ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、ﾊﾜｲｱﾝの催し物。会費 4000 円
決定
・2018-19 年度プログラムについて
「出席率 100％を目指す例会」
、5/30 は青少年奉仕フォ
ーラム開催
承認
申し合せ事項：
「次次年度会長の選考に関する事前打診会
議」の項を追加。
「同好会」への助成金は無し。 承認
・新会員年会費の助成(50 才以下) 今年度も承認
・6 月～10 月迄クールビズ。ノータイで OK、シャツは
襟付きを着用
承認
・8/19
I.A の BBQ 大会（逗子開成にて）開催。地区、
I.A から参加。逗子ＲＣからは器材、人員の協力を要請。
承認

三宅会員
「珍道中でし
たが、お連れの
方に恵まれて
楽しかったで

国際大会（Toronto）

す。
」

村松年度 3 役の皆様ありがとうご
ざいました。

カンティーナ店長古藤
様へ。今年度も宜しく
お願い致します。

５１名
ニコニコは２1０万円
増強は純増２名

次々年度会長の選考に関する事前打診会議
山本由夫第５８代会長

山本年度 各役員・委員長
委員長

直前会長
会長エレクト
副会長

村松邦彦
大野宏一
鈴木安之

会計

岡本 久

ニコニ委員会 大下 智明

幹事

清水恵子

出席委員会 副 矢部光治

クラブ奉仕委員会 松井一郎

奉仕プロジェクト 藤吉一哉

副会長

福島謙之輔

プログラム委員会 桐ケ谷 覚

社会奉仕委員会 匂坂 祐二

会場監督

矢部房男

親睦活動委員会

岩堀 恭一

国際奉仕委員会 服部城太郎

青少年奉仕委員会 山本三津子

職業奉仕委員会 森澤 義一

インターアクト委員会 大野宏一

５日(木)

７
月
例
会

12 日(木)
19 日(木)
26 日(木)

役員就任挨拶・クラブ奉仕・奉仕プロジェクト委

１２：３０

各委員長年度 方針発表

カンティーナ

公共イメージ・会員増強退会防止：R 財団・米山奨学金

１２：３０

各委員長 方針発表

カンティーナ

卓話：山本詔一氏

１８：３０

「三浦按針について」

カンティーナ

納涼親睦会・同伴 バーベキュー懇親会
リヴィエラ・アクアガーデン

１８：００
リヴィエラ

担当：橘 武

ニコニコＢＯＸ

本日合計

￥６０,0００

山本（由）君…会員の皆様１年間宜しくお願い致します。
清水（惠）さん…２０１８-１９年度初日の例会宜しくお願い
します。
鈴木（安）君…山本丸今日船出来年無事帰港出来ますよう。
福嶋君…山本丸の出発を祝して。
矢部（房）君…山本会長、清水幹事いよいよスタートです。
毛利君…本年度も頑張ります。宜しく。
村田君…山本年度の完走を祈る。
船津君、横瀬君、岡本（一）君…山本さん１年間よろしくお
願いします。
矢部（光）君…山本丸の出航を祝して清水幹事よろしく！
橘（武）君、山口君、北島君、石田君…山本年度出航を祝って。
安藤君…山本年度スタートバンザイ！
湊屋君、三宅君、藤吉君、桐田君、服部君…山本年度頑張れ。

累計 ￥６０,０0０

臼井君…旧役員の方、お疲れ様。山本会長、いよいよですね。
松井君…山本年度の出航を祝して！風当りが強いが頑張りま
しょう！
村松君、大野君…山本会長出航おめでとう。よろしくお願いし
ます。
草柳君…会長、役員、がんばっていきましょう。
菊池君、岡本（久）君…山本由夫年度スタートおめでとうござ
います。
岩堀君…山本（由）年度スタートです、私も頑張ります！
山本（三）さん…山本年度清水幹事がんばって！
松田君、横山君、桐ケ谷君…山本会長清水幹事１年間宜しくお
願い致します。
匂坂君…今年度は社会奉仕委員長としてお世話になります。
大下君…７月２１日次女が結婚します。長女のウエディング姿
が見られない分思いがこみ上げます

