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2014 年 7 月 10 日　第 2563 回 例会 
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『我らのなりわい』

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　　横須賀北 RC 福嶋義信会員

　　　米山奨学生　李 明峻さん

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp

 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様こんにちは、先日、当ク

ラブの高木巌さんが商工会議所

副会頭として関東経済産業局長

表彰を受賞しました。おめでと

うございます。

文面より、「当所、高木巌副会頭

は永年にわたり会議所役員とし

て会議所運営等に貢献されたこ

とにより関東経済産業局長より表彰を受けられまし

た。株式会社やなぎや 代表取締役社長 高木巌氏」。

　皆さんご存知のように、高木さんは真面目で事業

も立派にされ、人望のある方で、充分表彰に値する

方です。これからもお体に気を付けてご活躍くださ

い。

　来週 14 日の月曜日、第一グループの合同例会が

横須賀商工会議所で行はれます。担当は南西クラブ

です。多くの会員の参加をお願いします。

　第 64 回社会を明るくする運動が今月から始まり

ます。12 日、土曜日の三浦海岸街頭キャンペーン

から始まり 19 日の三崎下町街頭キャンペーン、23

日の講演会、1

1 月 16 日の潮風アリーナでの街頭キャンペーンが

あります。最近脱法ハーブなどの事件が目立ってお

ります、我々としてもこれらの事件を減らすよう運

動に協力して行かなければなりません。

前回の理事会において、今年度の予算についての議

題が出ました。すでに経費節減は可能な限り行って

いるので、現在の予算不足に対する解決方法は会費

の値上げしかないとの結論に達しました。

現在の年間 220,000 円を 20,000 円アップし 40,000

円で皆様のご理解をいただく事になりました。結婚

祝いと誕生祝いについても見直しが必要になってき

ました。後ほど芹川幹事から説明があります。

本日も宜しくお願いします。　
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 クラブ協議会　
● 親睦委員会　秋本 清道 委員長

　納涼花火例会は、会場の都合で中止とさせて頂き

ました。

代わりに、横浜港ディナークルーズを企画しました。

例年実施しているお花見例会、クリスマス家族会、

さよなら例会は実施します。特にクリスマス家族例

会は皆さんの新しいアイデアを頂き、より楽しい家

族会にしたいと考えていますのでご協力をお願いし

ます。

● 会員増強委員会　星野 雄 委員長

　新年度のスタートは会員数２５名からです。かつ

て当クラブの最大会員数は５３名でした、それに戻

るのは非常に難しいと思いますが、せめて現在より

１０名増の３５名位になればと思っております。会

費等の経済的な意味でも、職種的にも、活気からも

その位を目標に一人ずつ増やしていきましょう。既

に声をかけており返事待ちの方もいらっしゃいます。

誘う前から先入観を持って否定的に考えず誠意を

持ってその人が入会すればその人の為になるのを確

信して誘いましょう。農業、宗教、教育、法務、福祉、

医療等、分野を問わず入会候補者の情報を挙げてく

ださい。

● 社会奉仕委員会　菊池 惠 委員長

● ロータリー財団委員会　松崎 貞男 委員長

　「ロータリー財団とは何か」「財団の目的、使命とは」

について、会員の皆様に良くご理解を頂くため、あ

らゆる機会を通して説明し、努力してまいります。

● 米山奨学委員会　高木 巌　委員長

　ロータリー米山奨学事業は、ロータリアンからい

ただく寄付金をもとにして、外国人留学生に奨学金

を提供し、また彼ら彼女らを親身になってお世話す

る国際事業です。

　留学生が勉強に励み、日本をよく理解して、そし

て国際平和に貢献することをこの事業は目的にして

います。

　毎年800名を日本へ受け入れており、多い時は

1000名を超えた年度もありました。 

　2013年度は 14億円の寄付があり、毎年続けての寄

付はなかなかできないことであり、ロータリークラ

ブの会員の努力は大変立派です。

　寄付は普通寄付と特別寄付があります。普通寄付

はクラブから一人5000円の割り当て寄付になります。

特別寄付はクラブ会員の自由意志になりますが、一

人15000円の寄付を期待されています。米山奨学制

度を継続していくためには皆様のご協力が必要です。

よろしくお願い申し上げます。

 委員長報告　
● 鈴木康仁第1グループガバナー補佐

　＜規定審議会立法法案提出ついて＞

● 秋本 清道 会員

　＜8/8ディナークルーズ例会について＞

● 李 明峻さん　＜近居報告＞

 出席報告　藍田 和男 会員　
・会員総数：25 名

　本日出席：13 名　欠席：11 名　出席率 54.17%

・MAKE UP　星野　雄（地区会議）

　鈴木正孝・鈴木康仁・芹川・秋本・高木・菊池

　星野雄・松崎・佐藤・藍田 (理事会）

以上により、出席率は 100％です　　　　

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和男 会員

移動例会のため、本日はありません。

 幹事報告　
＊地区より

　　米山月間卓話についての御願い

　　米山学友会主催ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ案内

　　地区大会親睦ゴルフコンペ案内

　　2013-14 年度公共イメージ委員会 １年の軌跡

　　同　地区大会報告書

＊第１Ｇ合同例会分担金請求書

＊高岡北ＲＣ　2014-15 年度　活動計画書、週報

＊週報　横須賀北ＲＣ，横須賀南西ＲＣ

＊米山記念奨学会

　　　上半期寄付送金依頼

　　　世話クラブ補助費送金案内

＊三浦市社会福祉協議会評議委員の推薦依頼
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