
7 月理事会報告 

・2016-17 年度決算、1017-18 年度予算 承認 

・2016-17 年度親睦旅行・最終例会報告 承認 

・納涼親睦会 8/17 八景島シーパラダイスに決定、詳細は継

続審議 

・2017-18 年度組織表 承認 

・新会員年会費の助成(50 才以下) 今年度も承認 

・新会員 横山 訓人氏 入会承認 

・プログラム委員会詳細説明あり。 

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp 

Website:http://www.zushi-rc.com/ 

 

本日の進行（12:30） 
公共イメージ・会員増強
退会防止･R財団・米山奨
学委員長 年度方針発表 

―次回のお知らせ― 
7月 20日（18:30） 
藤田 礼子氏（逗子文化 

プラザホール事業課長） 

「逗子文化プラザホールの

利活用」 

 

 

財団ニコニコ  臼井 ＄90  北島 ＄20  山科 ＄10 

米山ニコニコ  北島 2,000 円   船津 1,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

決算、予算、組織も無事承認されいよ

いよ会長職のスタートです。今年のテー

マは「地区との共生」としました。「地区

研修・協議会」「ＩＭ」の開催を控え地区

との関わりが今まで以上に強くなります。

三宅ガバナー補佐も第 2 グループを総括 

します。地区からの要請は増強を最重点課題とし、公共イメー 

ジと認知度の向上、財団への貢献が主要な活動目標です。Ｒ財 

団は一人 200 ドル以上、米山財団は一人 2 万円以上、恒久基 

金寄付は一クラブ1,000ドル以上の目標が定められています。 

米山月間は 10 月、Ｒ財団月間は 11 月です。ぜひ会員の皆様 

今から少しずつお金を貯め、全員の拠出よろしくお願いいたし 

ます。各委員会も会合を開き、目標を明確にして着々と準備し 

ていただいています。６日と 13 日に詳細を発表していただき 

ます。 

「親睦と融和」を得意とする逗子ロータリーの伝統を大切に、 

流れに掉さす事無く楽しい一年とします。どうぞ皆様方のご協 

力ご支援を宜しくお願い致します。 

 

 

横山副幹事 到着物：・ロータリーの友 7 月号 

 ・青少年交換学生/ロータリー奨学生募集関連資料（ポスター有） 

7 月ロータリーレート：＄１=111 円 

お知らせ：葉山 RC より青少年交換留学受け入れに伴う人頭分 

担金の依頼がきています。 

開催案内：・9/8（金）地区大会親睦ゴルフコンペ 6:30～受付 

 於：相模原ゴルフクラブ 申し込みは 7/31（月）迄 

 ・9/17、18 地区大会開催 於：小田急ホテルセンチュリー

相模大野、相模女史大グリーンホール 

その他：各委員会委員長さんは活動計画書を直ちに事務局迄提

出お願い致します。 

  くお願いします。7 月号ロータリーの友、ご一読ください。 

 その他 鈴木和夫様（藤沢東 RC）よりお知らせ 

  第 25 回エール大学男声合唱団ポリオ撲滅・グローバル 

  教育支援チャリティーコンサートのお知らせ 

  7/29（土）13:30 開場 於：湘南学園小学校ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村松会長の時間 

報  告 

委員会報告 福嶋雑誌委員長：今年度担当致します。宜し

く 

 No.2 2017 年 7 月 13 日 

表彰 

菊池前会長 べネファクターの

表彰。山科 R 財団委員長より 

楯とバッジを贈呈。 

例会日 

第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日  18:30 

第 5木曜日  18:00 

TEL：046-870-6440 

 

会 長◆村松 邦彦 

◆

副会長◆

幹 事◆  

◆  

会 計◆岡本 久 

◆

本日のビジター 
葉山 RC 小田会長（左）、鈴木幹事
（右）より、本年度も宜しく、と
ご挨拶いただきました。 

お礼 

今期 3 役より、

前 3 役へ記念

品のお礼。 

ありがとうご

ざいました。 

今年度も宜しくお願い
致します。カンティー
ナ江盛店長へ、村松会
長より寸志贈呈。 

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


松井副会長   藤吉副会長  山本(由)会長エレクト  菊池直前会長  岡本会計   橘 武 SAA  横山副幹事 

                                             幹事代理を務める 

村松会長 記念すべき

初めての点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村松会長：多数のご出席に感謝。一年間よろしくお願いします。 

松井副会長：今日は私の誕生日。IM、地区協、サポートします。 

藤吉副会長：副会長の責を全うします。協力よろしく。 

山本(由)会長エレクト：今年一年、良いも悪いも勉強します。 

菊池直前会長：理事会にて前年度決算が無事承認され、55 の

記念誌を除きすべて終わりました。今年度 IM、地区協、三宅

AG を応援します。 

岡本会計：大先輩の後を引き継ぎ、しっかりやります。 

橘 武 SAA：4０年居てタスキは初めて。リラックスして例

会に出席できるよう努める。 

奉仕プロジェクト・森澤委員長：各委員長発表。 

岡本職業奉仕委員長：１月フォーラム・職場 

訪問・親睦と共同で 100％出席例会等行う。 

森澤社会奉仕委員長：ビーチバレーは地区補 

助金が出る。市民まつりには多数参加を。 

梅林の手入れ-梅の木の本格的剪定。青少年関係の団体の

発掘をしたい。 

安藤国際奉仕副委員長：海外シスタークラブを探し友好親善

を。日米親善も深めたい。 

大野青少年奉仕委員長：新世代へ 

の助成、後援、インターアクトク 

ラブ活動の補助(４名の２年生)。 

クラブ奉仕・矢部(房)委員長：会長を支え 

良きクラブ運営に協力する。 

矢部(房)プログラム委員長：逗子の文化と歴 

史に関する卓話を、月１回程度企画します。 

横山親睦活動家族委員長：納涼会は 8/17 

八景島シーパラダイスを予定。忘年会・新年会・最終例会・

親睦旅行を企画する。今年は地味目に。 

小西出席委員長：多数の出席を期待。正確な出席率を出す。 

中根ニコニコ委員長：220 万円を目指す。ご協力を期待する。 

臼井米山奨学委員長：一人 2 万円の寄付を目標、米山ニコニコ

BOXに入れて下さい。米山から沢山出ている資料を参考に。

米山学友の卓話を行う。地区の行事に参加、協力する。 

 

 

 

鈴木和夫様（藤沢東 RC）…イエール大学合唱団ポリオ撲滅チ

ャリティーコンサートのご協力をお願いに上がりました。 

小田利通様（葉山 RC）…今年度会長に選出されました。宜し

くお願い申し上げます。 

鈴木誠二郎様（葉山 RC）…本日は宜しくお願い致します。 

村松君…1 年間宜しくお願い致します。 

松井君…村松年度のスタートを祝して！本日は私のバースデーです！ 

藤吉君…村松年度のスタート宜しくお願いします。 

横山君…副幹事初仕事宜しくお願いします。 

毛利君、安藤君、鈴木（久）君、山口君、村田君、矢部（光）

君、三宅君…村松丸の出航を祝して。 

橘（武）君…「主婦の友」から「R の友」へ。ロータリーファ

ーストでお願い致します。 

船津君…村松さん 1 年間よろしく。 

福嶋君…村松いよいよ船出、大安吉好天上々の出発。 

鈴木（安）君、服部君…村松丸出航おめでとうございます。 

山科君…村松年度、皆様がんばってください。 

菊池君…村松丸の華々しい出港をお祝いして。旧年度は大変お

世話になりました。 

矢部（房）君…村松会長これから 1 年間宜しくお願いします。

菊池前会長 1 年間お疲れ様です。 

山本（由）君、北島君…村松年度スタート。1 年間宜しく。 

宝子山君…村松会長、匂坂幹事 1 年間宜しくお願い致します。 

草柳君…今年度会長、三役がんばって下さい。 

臼井君…財団青少年交換学生山本愛理君無事にイタリアより帰

国しました。皆様お世話になりました。 

石田君…村松年度の船出を祝して、カンパイ！ 

桐田君…夏バテしないよう村松会長がんばって！！ 

松田君、桐ケ谷君…村松会長 1 年間宜しくお願いします。 

大野君、鈴木（弘）君、小西君…本年度もまた宜しく。 

岡本君、中根君…祝、村松年度スタート。 

川上君…大学財務支援の仕事やっと第一歩になりました。 

山本（三）さん…祝村松年度のスタート。幹事さん頑張ってね。 

森澤君…村松年度がうまくいきますように。 

清水（惠）さん…村松年度、皆様 1 年間暖かいご支援を！

 

 

ニコニコＢＯＸ本日合計   ￥７１,０００   累計 ￥７１．０００ 

村松年度スタート！ 役員・委員長 抱負を語る 
 

担当：清水惠子 

【出席報告】会員数 50 名（出席免除 4 名） 

 出席者 38 名 出席率 76.00% 


