No.20 2016 年 12 月 8 日
尚

本日の進行（12:30）

第 1･2･4 木曜日 12:30

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆村松 邦彦

第 3 木曜日

18:30

副会長◆村松 邦彦

第 5 木曜日

18:00

宝子山 泰久

奉仕プ・広報・会員増強・
R 財団米山 上半期報告・
下半期計画発表
―次回のお知らせ―

例会日

会

例会場：「カンティーナ」

幹

逗子市新宿 1-3-15

会

事務所：逗子市桜山 6-3-29

計◆市川

会報委員長◇宝子山 泰久

2016 年 12 月 1 日 ─

菊池会長の時間
みなさん、こんにちは
まずもって、前回の例会に欠席致しました
ことをお詫び申し上げます。どうしても外せ

12 月 15 日（木）18:30）
忘年会
於：湘南ＯＶＡ

浩

直前会長◆桐田 吉彦

TEL＆FAX：046-873-0226

─ 2643 回 例会記録

事◆松田 壽之

ＳＡＡ◆矢部 光治

TEL：046-870-6440

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp
Website:http://www.zushi-rc.com/

長◆菊池

報
松田幹事

告

到着物：ロータリーの友 12 月号

12 月ロータリーレート：$１=106 円
山本愛梨さんイタリア留学報告：元気です、勉強は難しいが周りの支え
で理解できるようになった。生徒が先生を追い出す文化があり、生徒が

ない会議があり、宝子山副会長に代理をいた

自主的に何かを行う運動は、日本にはないと新鮮さを感じている。

だきました。また、54 年ぶりの積雪という

匂坂親睦委員長：12/15 忘年会を湘南ＯＶＡにて行います。

ことで少し雪が降る悪天候の中ではありま

18:30 よりスタート、バスを 17:40 出発で駅前から出します。

したが、例会を中止するわけにもいかず、５０％近い会員の方
にご出席いただいたことに大変感謝申し上げます。
報告事項と致しましては、11/19 に相模大野でインターア
クト年次大会が開催され、逗子開成学園が参加し、藤吉担当理
事、大野インターアクト委員長、長野副委員長と共に出席して
参りました。11/27 には、R 財団 100 周年記念シンポジウム
が東京で開催され、RI ジョンジャーム会長のご挨拶と国連や国
際機関で活躍する財団学友 OBOG の講演を聞き、R 財団寄付
の重要性について、肌を持って感じて参りました。
また、本日は、米山月間においてご寄付をいただいた船津会
員に米山功労賞を授与されますことを重ねて、お喜びを申し上

岡本職業奉仕委員長：1/19 職業訪問として北斗工業さんの芦名営業所
を見学します。詳細は追ってご連絡。
矢部（房）Ｒ財団委員長：本日も米山、Ｒ財団寄付箱回します。
宜しくお願いします。

12 月理事会報告
☆年次総会及び指名委員会について報告
☆100%出席例会事業報告・決算報告
☆忘年会、新年会についての報告
☆1/22 ディベート大会助成：メダル他で\30,000
☆1/19 職業フォーラムにつぃて、北斗工業芦名営業所見
学予定
☆新会員について：野村證券横須賀支店大下智明様→承認
☆55 周年記念式典について進捗状況報告

げます。
本日は、年次総会において、会長ノミニー及び次年度理事役

年次総会開催

2018-19 年度

員の承認、そして、上半期の役員、委員長の事業報告が行われ

会長ノミニーに

2017-18 年度理事役員決定

ます。早いもので、会員皆さまのご協力とご支援をいただき、
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今年度も上半期を終えるところまで何とかやって参りました。
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下半期には、いよいよ創立 55 周年記念式典祝宴も開催されま
す。また、会員増強と退会防止にも力を入れて、頑張る所存で
ございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
米山ニコニコ
清水（惠）￥10,000
草柳￥1,000 矢部（房）￥1,000
船津￥1,000
矢部（光）￥1,000 松田\1,000

由夫会員

泰久

表彰
第 1 回米山功労者
Ｒ財団ニコニコ
清水（惠）￥21,200

矢部（房）￥1,060

船津会員

役員・クラブ管理運営委員会 上半期報告・下半期計画発表
菊池会長

川上プログラム委員長

前半は記念行事を中心に活動致しました。8 月に無事に池子の

今年の始まりからクラブのプログラムが目白押しでした。新入

記念行事が終了し、その直後は納涼会として林会員のお店で大

会員のイニシエーションスピーチもあまりおくといけないので

勢集まり、楽しく過ごせました。10 月にビーチボール大会、

新入会員の卓話も入れまして、12/22 には清水信行さんの卓

逗子市民祭り、地区大会、ガバナー公式訪問と行事が多く大変

話もあります。外から来ていただいた方は 9/8 の中国事情、先

忙しかったですが会員の皆さまにも多く出席していただき、大

日の航空写真（関東大震災の蟹江さん）
、1/26 は決まっていま

変盛り上げて頂きました。11 月は 100%出席例会で 100%

せんが、2 月はロボットの話と勝海舟の話となっております。

達成する事が出来ました。先週は大雪で大変でしたが無事前半

匂坂親睦活動委員長

の上期を終える事が出来ました。皆様のご協力ありまして感謝

前半 8 月には納涼会（78 名出席）
、今後は忘年会、新年会があ

しております。

ります。5 月には会員親睦旅行、6 月の最終例会と事業が目白

村松副会長

押しです。毎月 1 回の委員会活動を開催し、若手、ベテランの

菊池会長がしっかりされているので何の問題もなく上期は終了

融合であり、今年のテーマである「温故知新」になっています。

しました。下期もがんばります。

福嶋ニコニコ委員長

矢部（光）会場監督

今日まで 856,000 円。目標達成まで 80%まできています。

私は一時間前に来る事がモットーです。52 名の会員のうち、

目標は 2,200,000 円ですが、後半 4 月に入りまして大きい大

20 数名は 5 年未満の会員。今後のロータリーを支える会員で

会がある為、かなり目標に近づくと思いますが、上半期の不足

す。時間も押してますので、会報をちゃんと見てね。

分 20％を下半期でリカバーするのは厳しい。3 役にふんぱつ

松田幹事

して頂いて、目標を達成したいと思います。

日々を全うする事が精一杯で気づいたら上半期が終わりました。

橘（武）出席委員長

皆さんにご指導いただきましてなんとかこなしています。もっ

メンバーは 6 名。出席はロータリアンの義務。義務とは会費を

と余裕をもってサポート出来たり、新しい事にトライ出来れば

払う事、出席する事、ロータリーの友を読む事、新入会員を入

よかったのですがロータリーに入会して 5 年になりますが本当

会させて事。この 4 つはロータリアンの使命です。今年度のベ

にわかっていなかったと実感しております。後半に向けて努力

スト３出席率は 100%出席例会が第 1 位、2 位は 7/7 の第一

してロータリーをより深く学びたいと思いましたのでみなさん

例会（菊池年度のスタート）で 92.15%でした。第 3 位は納

変わらぬご指導を宜しくお願い致します。

涼会で 79%でした。

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥３５,０００

担当：小西

累計 ￥８９１,０００

菊池君…おかげ様で何とか上半期の報告を迎えることができま

矢部（房）君…師走となり今年も最終月、早いです。

す。ありがとうございました。前回例会欠席してしま

三宅君…山本由夫さん、当選おめでとうございます。

い申し訳ありませんでした。

臼井君…特にない

松田君…本日は宜しくお願い致します。

山本（由）君…今年もあと一か月になりました。

村松君…はや師走、１年は速い、歳をとるのも速い

岩堀君…富山高岡ロータリーｸﾗﾌﾞ（65 周年）に行って来まし

矢部（光）君…冬本番の寒さ到来、インフルエンザ蔓延の兆し、
油断大敵！
鈴木（久）君…昭和 10 年会が開催され、楽しい時を過ごしま
した。
安藤君…いよいよ年末です、頑張るぞ！

た。
川上君…今年も終わりですね。
岡本君…今年ものこり一か月、やり残さない様にしたいです。
清水（惠）さん…思わぬお小遣いをいただいたので、今日は財
団、米山に寄付しました。

船津君…よろしく

匂坂君…今年も早いもので師走となりました。

毛利君…紅葉を巡る小旅行をしてきました。

小西君…早いもので今日は 12 月です。あと一か月の 2016 年

山口君…もう師走！！

を楽しみたいと思います。

福嶋君…ニコニコご協力有難うございます。下半期もよろしく。

中根君…今年も残すこと 1 か月、いい年で終わりたいです。

草柳君…もう師走。内外色々ありました。
（オリンピック、韓国、

清水（信）君…年末です、がんばりましょう。

アメリカ）

