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2020 年 7 月 16 日　第 2806 回

◇ 国際ロータリー会長
　　　 ホルガー・クナーク
              (Herzogtum LauenburgMölln RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　久保田　英男（鎌倉 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　田邉　一三（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓土田　成明
　　　副 会 長︓奥山　浩司
　　　幹　　事︓加藤　隆史
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓秋本　清道
　　　副委員長︓鈴木　正孝
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎 3 丁目 12 番 19 号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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2020 年 7 月 16 日　第 2806 回 例会

◇　点　　鍾　12時 30分
◇　ロータリーソング　『手に手つないで』
◇　ゲスト・ビジター紹介　

 会長報告　　　　　　　　　　　　土田　成明

皆さんこんにちは。
まだまだコロナウィルスの感染が
気になる日々を過ごしております。

今年度はコロナウィルスによって
ロータリーの各委員会、様々な事
業が中止、延期、縮小となってい
ます。

本日も先週に引き続き、クラブ協議会となり、各委員
会の委員長に今年度方針をお話いただきますが、この

コロナウィルスによってなかなか思うような計画が進まないと思います。
まだ光が見えない状況ですが、今、やるべきことを考えながら、今後の活動に役立てていただければと思います。

私の会長報告はここまでにして、各委員長の今年度方針をお願い致します。
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 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・土田成明　委員長の皆様、よろしくお願いします。
・奥山浩司　本日もよろしくお願い致します。
・加藤隆史　幹本日もよろしくお願い致します。
・相澤静夫　先週欠席のおわび。　
・鈴木康仁　100％バッジ頂きました。
　ありがとうございます。26回目です。
・笠倉正弘　土田会長、加藤幹事、奥山副会長、一年間
　よろしくお願いします。
・藤喜代司　
・山本達樹　本年度もよろしくお願いします。

・長島満理子　本日もよろしくお願いします。　　　　　   ・石崎勇吾　本日も宜しくお願いします。
・岡本一朗　コロナ第 2波、まだまだ注意が必要ですね。    ・奥野隆一朗　2 度も例会欠席、申し訳ありません。
・小林　浩　本日より 1名初参加になります、宜しくお願い致します。

ニコニコ BOX 集計報告
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本　日　　前回まで　　累　計

 出席報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・会員総数：30名　　本日出席：19名　　本日欠席：11名　　出席率 63.3％
・MAKE UP　土田成明、奥山浩司、加藤隆史（三役会）　以上により、出席率 70% となります

　クラブ協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 幹事報告　　幹事　加藤隆史
私は入会 3年目でこのような大役を仰せつかりまして、頑張っていこうと思っています。
年数ではなく、やる気があるかないか。
そこに重点をおいてバッチリとやる気を出して任務を遂行していこうと思っています。
役割としては、効率的な運営を支援するというところをモットーにおいて、例会の司会や
事務局に届く書類など目を通していろいろなことを把握して、クラブをまわしていけたらと思っています。
そして、若手の活躍も支援して一緒にロータリーを盛り上げていきたいと思っています。
一年間宜しくお願いいたします。

■ 会員増強委員会　　委員長　加藤隆史
どこの団体でも会員増強が課題となっていると思います。
私なりの情熱をぶつけて会員増強につなげていきたいと思っています。
具体的には 5名の会員を増やすことを目標にしています。
皆様のご支援ご協力をお願いいたします。

 　幹事報告
＊横須賀西 RC　第 2365 ～ 2367 回週報　　＊第 2回三役会　議事録　　　　　　　　　　＊上半期人頭分担金　
＊横須賀北 RC　第 2789 ～ 2790 回週報　　＊横須賀南西 RC　第 1953 ～ 1960 回週報
＊横須賀 RC　8月例会のお知らせ　　　　　＊横須賀南西 RC8　月例会のお知らせ
＊ハイライトよねやま　　　　　　　　　　 ＊青少年交換学生　収支報告
＊三浦市国際交流協会ニュース　　　　　　 ＊米山奨学生 BBQ懇親会のお知らせ
＊三浦市城ヶ島駅伝競走大会中止のお知らせ ＊第 19回全国囲碁大会のご案内　　
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■ 公共イメージ委員会　　　委員長　秋本清道
公共イメージ委員会の責務として下記を遂行していきたいと思っています。
○クラブ会員、地元のメディアや地域の人々にクラブの活動やプロジェクトを知ってもらう
○公共イメージの向上を図る
○クラブのコミュニケーションがロータリーの「ボイス」と「ビジュアルアイデンティティ
のガイド」に沿っ　たものとなるようにする。
○「世界を変える行動人」キャンペーンの資料を活用して、ロータリーに対する一般の理解
を深め、地域社会と　の関りを推進する。
○ソーシャルメディアを活用してロータリーとクラブに対する認識を地域社会で高める
○プロジェクトや活動の質を高め、メディアの関心を引くものにする

以上の役割を踏まえながら、三浦ならではの活動を行っていけたらと思っています。
本年はポリオ撲滅キャンペーンを中心に活動し、入会案内を見直し、より分かりやすいものにしたいと思って
います。
宜しくお願い致します。

■ 国際奉仕委員会　　　委員長　長島満理子
皆さんこんにちは
今年度国際奉仕委員長を務めさせていただくことになりました、長島です。
委員会内容は、あまり理解できていない部分がありますが、頑張っていきますので、宜しく
お願いいたします。
この計画を立てる前から、三浦市青少年姉妹都市国際交流事業はオリンピックの関係で中止
となっていましたが、オリンピックも中止となり今に至っています。

その中でもウォーナンブールでの日本語補助教員交換事業が行われており、現在上宮田在住の伊藤さんが平成
31年から 2年間活躍されています。
また、こういった活動をされている方の支援も行っていけたらと思っています。
国際交流協会との交流では、古切手や使用済みカートリッジ、書き損した年賀はがきや、普通ハガキなどを回
収し、NPO法人日本国際ボランティアセンターへ送り、カンボジアやラオスの支援活動に役立てているとのこ
となので、我々もそういったものを集めて国際交流協会へお渡しして、支援活動の一環としていきたいと思い
ます。
米山奨学生に関しては、藤委員長と協力していこうと思っていますので、宜しくお願い致します。

■ 職業奉仕委員会　　　委員長　笠倉正弘
50 歳の時にロータリーに入会し、会長 2回、幹事 1回、その他にも何らかの委員長を務め
ています。
歴代の職業奉仕委員長の言葉を聞いておりまして、なかなか難しいと感じていました。
その中で、まだ仕事現役で動いている私なので、自分の仕事を通して意味のある委員会にし
ていこうと思っています。
最近は若い新入会員が入ってこられたので、新入会員の皆様と職業奉仕について語っていき
たいと思います。
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■ 副幹事　　　岩野　明
ロータリーに入会して 6年が経とうとしています。
去年、幹事を務めまして全体的なロータリーの動きというものが非常に分かるようになりま
して、大変勉強になりました。
今年も副幹事として去年の経験を生かして、会長、副会長、幹事の補佐的な役割として支え
ていきたいと思います。

■ 親睦委員会　　　委員長　岩野　明
今年はコロナウィルスの会食によるクラスターに十分気をつけて、三役さんと相談しながら、場所を決めたり
していこうと思っています。
皆さんの親睦を深めるために意見交換をし、おいしい料理、おいしいお酒を飲んで大いに楽しんでいければと
思っています。 

■ 米山奨学委員会　　　委員長　藤　喜代司
昨年に引き続き、米山奨学委員会の委員長を務めさせていただきます。
昨年も皆様のご協力により、たくさんの寄付をいただきましてありがとうございました。
今年度も引き続きよろしくお願いいたします。
米山奨学会でも年間 2万円の寄付をお願いしています。
「かけはし」というものはとても大事なもので、今後とも米山記念奨学会とロータリークラ
ブの「かけはし」として頑張っていきたいと思います。

■ ロータリー財団委員会　　　委員長　高木　巌
昨年に引き続き、今年もロータリー財団の委員長を務めさせていただきます。
ロータリー財団は、1917 年、今から 100 年前に当時のロータリー会長が世界の役に立ち
たいとのことで自分で 2000 円の寄付をしたのが始まりでした。
現在では世界で 36,000 のクラブ、120 万人のロータリアンが所属しておりまして、ロー
タリー財団活動を行っております。
ロータリー財団では「世界でよいことをしよう」をテーマに掲げています。
世界での健康状態の改善、二つ目は教育への支援、貧困の救済、最近は地区にも分配金が
下りておりまして、芋掘りに関しても 2回ほど補助金が下りています。
寄付の話になりますが、財団 2万　ポリオは年間 4000 円、
クラブとしては 10万円の寄付がのぞましいと考えています。
事務局で封筒を用意しているので、確認していただけたらと思っています。

■ 例会担当員会　　　委員長　小林　浩
7 月に異動となりまして、例会担当委員会の役割を担うことになりました、小林と申します。
まだ皆様のお名前とお顔が一致しない現状にありますが、いち早く皆様と親睦を深め、ロー
タリークラブの一員として頑張りたいと思います。
会員、ゲスト、ビジターの皆様が楽しく参加できる例会の一助となるよう、皆様のご指導ご
鞭撻をいただきながら、努力をしてまいりますので、宜しくお願いいたします。
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■ ロータリー情報委員会　　　委員長　鈴木　康仁
昨年まで芹川先生が長年ロータリー情報の委員長として務めていられましたが、今年から
私が担うことになりました。宜しくお願いいたします。
嬉しいことにここ数年で若いメンバーが入会していただいたので、いち早く皆さんにロー
タリーの義務やロータリーの知識を学んでもらう勉強会を実施したいと思っています。
ロータリーの奉仕の理想に向かって頑張っていただきたいと思っています。

■ 国際奉仕委員会　　　委員長　鈴木　康仁
社会奉仕活動の一つとして、三浦市立病院へマスク、扇風機、電子血圧計、殺菌灯、聴診器など支援物資を寄
付させていただきました。
そして、8月 20日は芋植え例会があります。
皆さんでイモを植えて作業し、終わりましたら、昼食をとりにいきます。
是非ご参加いただければと思います。　　

三浦ロータリークラブ　創立の経緯から現在

12月15日

3月  1日
 3月22日

 4月11日
5月10日
11月11日

　

3月22日

横須賀クラブにて、三浦クラブ（仮称）設立のため特別代表として、谷川武氏が推薦され、
その後、第358地区・中村米平ガバナーより正式に委嘱される。

第1回例会を開催。
三浦商工会議所において創立総会を開催し、仮クラブとして発足。
 　　創立時の三浦クラブ　
　　会長／香山角太郎氏　　副会長／板倉武二氏　　幹事／脇坂了教氏
　　委員数：28名　同年度入会3名
　　会費：24,000円／年
国際ロータリー承認。
第3回例会において、岩崎裕孝分区代理より認証が伝達される。
三浦市体育館において、三浦、逗子、横須賀北、３クラブ合同の認証伝達式が挙行される。

創立55周年を迎え、記念式典挙行。
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