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 今週と来週で各委員会の１年の実績と成

果を発表していただきます。今年の基本方

針はＩＭと地区研修・協議会の開催を担う

にあたり「地区との共生」といたしました。

予算に基づく効率的な運営を心がけ、財政

基盤を強化し、長期的視野に立ったロータ

リーを心がけ、活動することを重要な要素としました。それぞ

れの委員会の委員長が権限を持ち、会長に頼ることなく主体的

に事業を遂行することをお願いいたしました。 

プログラム委員会には、「逗子の歴史と日本の文化」について

卓話を設定し実践することをお願いしました。親睦活動委員会

にはお金のかからない楽しい親睦を目指し、受益者負担は経費

の６０％、を目標としました。出席委員会には６０％の出席率

を目指し、休眠会員に最低月１回出席をお願いする、などを要

請しました。社会奉仕委員会には他の団体と共同運営事業を指

向し、ロータリーの公共イメージ向上への努力をテーマとしま

した。会員増強は３名、研修委員会には新入会員への講義や半

年間先輩会員を付け、早期にロータリーの仲間として活動でき

るホローをお願いしました。ロータリー財団、米山奨学委員会

への寄付活動へ会員の努力と協力、特にロータリー財団寄付に

は会員の半数が目標をクリアする、これらのことが、実際行わ

れたか総括し、来年の山本年度につなげて頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 会員数 51 名（出席免除 4 名） 

       出席者 28 名 出席率 56.00% 

 

 

 

匂坂幹事 到着物：ロータリーの友 6 月号、ガバナー月信

6 月号  

例会変更案内：・鎌倉大船 RC…6/28 18 時～カサドル 

・鎌倉中央 RC…6/4 18 時～ 原管工 

・葉山 RC…6/13 19 時～スケープス（家族例会） 

      6/27 休会 

委員会報告 桐ケ谷会員：6/1 の花火大会は無事に開催す

る事ができました。又、協賛金としてをクラブから 3 万円

頂けるとの事、ありがとうございました。 

横山親睦委員長：6/21 は最終例会です。出欠をとります

ので、皆様どうぞご参加宜しくお願い致します。 

臼井米山奨学委員長：ロータリーの友 6 月号に米山につい

ての記事が載っております。是非、ご一読お願い致します。 

福嶋雑誌委員長：今年度最後のロータリーの友を本日お配

り致しました。今回も読んで頂きたい記事を抜粋しており

ます。1 年通して、改めてロータリーの友は興味深い記事

が載っていると思いました。 

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 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 

会 長◆村松 邦彦 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆山本 由夫 

副会長◆松井 一郎 

    藤吉 一哉 

幹 事◆匂坂 祐二 

ＳＡＡ◆橘 武 

会 計◆岡本 久 

直前会長◆菊池 尚 

会報委員長◇宝子山 泰久 

本日の進行（18:30） 

奉仕プ・広報・会員
増強・R財団米山奨学
関係 下半期報告 

―次回のお知らせ― 

6月 21日(18:30) 

今年度最終（同伴） 

於：リビエラ 

米山ニコニコ   船津、菊池、匂坂、鈴木（弘）、桐ケ谷  

 各 1､000 円 

R 財団ニコニコ   菊池            ＄40 

桐ケ谷、匂坂、鈴木（弘）  各＄10 
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6 月理事会報告 

・5/24 会員親睦会について報告……→承認 

・最終例会について……予算案、事業計画、式次第説明 

         →承認（式次第一部変更） 

・予算執行状況報告……5 月迄の報告、IM 決算報告 

         →決定 

・2018-19 年度について……会報委員を追加して組織表を訂

正→承認 

・退会者について……長野賢太郎会員 6月末まで 

          横山訓人会員 6 月末まで 

         →決定 

・花火大会の協賛について……協賛金 3万円支出 

         →承認 

・社会福祉協議会よりロータリー協賛依頼あり、年 5,000 円 

         →承認 

・6/14 例会日はカンティーナの都合で夜間例会に変更 

         →承認 

米山功労者第 2 回マルチプル 

山本 由夫会員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村松会長：１年間本当にありがとうございまし

た。とにかく気をつけた事はちゃんと出席をす

る事、１番心残りだったのは夜の飲み会にあま

り参加できなかった事。特に今年はＩＭと地区

協議会みなさんのお力で無事終える事ができ

深く感謝申し上げます。 

匂坂幹事：今年１年本当にありがとうございま

した。初めは会の運営・進行ままならない事も

ありましたが、ようやく慣れてきたところで終

わり、反省する点は多々ありますが、みなさん

支えられ、本当に逗子ロータリーが好きになり

ました。 

橘ＳＡＡ：ロータリ

ーの活動の中心は

やはり例会です。そ

の例会をリラック

スした親睦ムード

と、第一に考えてお

りました。 

 

菊池直前会長：村松年度は

非常に忙しい１年だったと

思います、ＩＭ・地区協議

会と会長・幹事がいろいろ

ご苦労され、会員の皆様が

盛り立て無事１年間終える

事ができました。本当にお

疲れ様でした。 

中根ニコニコ委員長：現段階でニコニコ

合計１９２万。年間目標まであと少しで

すので次週のお誕生日・結婚記念日での

ニコニコのご協力と最終例会出席よろし

くお願い致します。２００万の目標超過

で来年度に引き継ぎたいと思います。 

 

岡本会計：５月まで順

調に予算を消化してお

ります。残り最終例会

で大きな支出項目がご

ざいますのでしっかり

提議していきます。 

クラブ奉仕委員長会矢部理

事：プログラム委員長も背任

しておりまして日本の歴

史・文化を中心に組ませて頂

き、お蔭様で年間のプログラ

ムも５月で無事終了致しま

した。最終例会の出席よろし

くお願いします。 

 

横山親睦委員長：納

涼会・忘年会・新年

会と無事終わりまし

た。まだ年間で１番

大きい行事が控えて

おります。最終例会

の出席をお願い致し

ます。 

 

村松君…各委員会の報告宜しくお願いします。 

匂坂君…残り 1 ヵ月！本日も宜しくお願いします。 

橘（武）君…逗子花火最高でした。 

三宅君…役員の皆様宜しくお願いします。 

毛利君…元気でやっています。 

船津君…本日も宜しく。 

矢部（光）君…ロータリーの友パズル de ロータリー、賞品ゲ

ット。毎月楽しみです。 

鈴木（安）君…九州大牟田、黒川温泉、由布院、うれしの温

泉巡り 7 日間してきました。 

矢部（房）君…昨日より関東地方は梅雨入り、蒸します。 

臼井君…夏です。 

山本（由）君、岡本（久）君、服部君…役員、クラブ管理運

営下半期報告宜しくお願いします。 

 

公共イメージ委員会宝子山理事：会報編集委員長

も務めさせて頂きました、会報は穴を空けない様

に行ってきました。松田さんも会報の編集の腕を

上げ助かっております。来年度は会報担当を 17

名に増員して行っていきます。 

 

ニコニコＢＯＸ 本日合計  ￥４２,0００   累計 ￥１,９２３,５０0
０ 
 

宝子山君…鎌倉は紫陽花目当ての観光客で溢れています。 

菊池君…村松年度も残り 1 ヵ月を切りました。 

北島君…梅雨入りしました。 

山本（三）さん…昨日 6/6 に逗葉新道料金所横、藤吉さんお

店 OPEN しました。 

鈴木（弘）君…久々の参加です。宜しくお願いします。 

横山（健）君…最終例会宜しくお願いします。 

清水（惠）さん…先週のクラブ協議会ありがとうございました。 

桐ケ谷君…花火大会お世話になりました。 

横瀬君…新年度いよいよ近づいてきました。 

中根君…今年、会社の組合をやる事になりました。湘南支部で

ポリオ募金の提案が採用となりました。 

岡本（一）君…花火大会すばらしかったです。暑くなりました。

逗子のシーズンですね。 

 

福嶋出席副委員長：１年間を通し

まして何回か６０％を切る事も

ありましたが、出席の雰囲気を会

員の皆様が上げていただきまし

て、来年度に繋いでいただけたら

と思います。 

石田ＩＴ・ＰＲ副委員長：ウェブサイ

トの運営において写真が非常に重要に

なってきますので、来年は皆様からの

写真の提供よろしくお願い致します。 

 

201７-1８年度 役員・クラブ管理運営下半期報告 

山本次年度会長：１年

間無事終わる様に身を

引き締めて頑張りま

す。清水会員におんぶ

抱っこではなく二人三

脚で頑張ります。よろ

しくお願いします。 

 

岡本写真担当：私がカメ

ラを向けた際は笑顔で

お願い致します。 

 

担当：中根康夫 

福嶋雑誌委員長：ロータリーの友を読む様になりました、内容は非

常にいいので皆さん愛読書にしてください。 


