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2014 年 9 月 11 日　第 2571 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

　　　　　　本日はいらしゃいません

　　　

◇ 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、夜になると

中秋の名月が見られて虫の音も

聞こえようやく秋らしくなって

まいりました。前々回はウォー

ナンブール派遣生や記者の方々

がお見えで会場が満席でしたが

今日は出席者が少なめです。や

はり大勢の方が活気があり、楽

しいですね。皆さんぜひ声を掛

 幹事報告　
＊お誕生日お祝　　　　　

　　　　　　　　　　　　　9月 草野昌幸会員
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けあって出席するようにしてください。

六日の土曜日は横須賀商工会議所でインターアクト

設立総会に出席してまいりました。もちろん鈴木康

仁 G補佐も出席されておりました。入会間もないメ

ンバーはインターアクトって何？という方が多いと

思います。奉仕と国際理解に貢献する若い人のため

にロータリークラブが提唱するクラブ。高校生の年

齢層（14 歳から 18 歳）の学生が入会できるクラブ

をいいます。今回は三浦学苑の 12 名の生徒さんで

発足しました。会長は生徒会長も務めている女子学

生で非常にしっかりした堂々とスピーチをされてい

ました。他の生徒さんも皆きちんとした挨拶をされ

ていました。三浦学苑といえば先日の軟式野球全国

大会準優勝校、また 2012 年のサッカー 優勝など 

今まさに旬の学校です。こんなに元気のある学校か

ら生まれたインターアクトです、今後の活躍が期待

できます。今日の卓話は鈴木康仁さんです。ガバナー

補佐になって二か月、どんなお話が聞けるか楽しみ

です。                                              

今日もどうぞ宜しくお願いします。

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日    前回迄   累　計   
ニコニコ 11,000 円  65,000 円 76,000 円
財      団 1,000 円 15,000 円 16,000 円
ポ  リ  オ 0 円  17,000 円 17,000 円
米　　山 1,000 円 16,000 円 17,000 円
周　　年 0 円 2,000 円 2,000 円
　 計 13,000 円 115,000 円 128,000 円

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和男 会員

・鈴木康仁　本日卓話よろしくお願い致します。

・星野　雄　エバンストンのロータリー本部より、新入会員

　勧誘のバッジが送られてきました。二人勧誘とのことでブ

　ロンズ色だそうです。

・菊池　恵　例会と夏の最後のお祭りが2回ほど重なって欠

　席致しました。

　遅くなりましたが、ジャガイモ種イモ植え暑い中ご苦労様

　でした。その後雨が降り安心しました。

・笠倉正弘　連続欠席申し訳ありません。

・大石精一　誕生祝いのお礼。

・草野昌幸　久しぶりのロータリー、よろしくお願い致します。

　誕生祝いありがとうございます。

 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 54.2%
・MAKE UP　
　鈴木康仁＜地区会議等 4回＞
　星野 雄＜地区セミナー＞
　鈴木正孝＜インターアクト設立式典＞
により、出席率は 79％となります　　　　　　　

＊スポンサーバッチ　鈴木正孝会員　星野　雄会員

＊地区より　
　　地区大会パンフレット等
　　　　　…ご出欠を例会予定表にご記入下さい。
　　地区大会クラブ事務局員お手伝い依頼等
　　米山月間及び職業奉仕月間卓話者派遣の件
    次年度役員キット
＊次月例会案内　横須賀北 RC
＊週報　横須賀北 RC, 南西 RC
＊ロータリー財団　鈴木金太郎会員 PHF＋２認証ピン
＊JICA 広報誌　

　渡辺ガバナーは 9月 9日第 9グ

ループ箱根 RC の公式訪問を順調に、

又かなり有意義に進んでいるとの

事、卓話も 13:00 から 14:00 頃の予

定が、各クラブの会員が非常に興味

を持って聞いてくれて、ガバナーも

10 分、20 分延長をして気持ちよく

お話しされているようです。箱根

RC といえば例会場は、富士屋ホテ

ル、です。遅刻をして行っても、絶対、冷めた料理は

出さないそうで、一度メーキャップしてみたいもので

す。ちなみに、これまで 29 回目の公式訪問だったそうです。

　地区大会において、規定審議会が行われます。9月

19 日までに、信任状証明書の提出、当日には必ず、賛

否投票用紙、NO3、No4（同じ選挙人氏名）を持参の事。

　本日は、今年度、公共イメージキャンペーンについ

て、お話しさせていただきます。

当初は横須賀で、みかさ公園産業祭りに参加する予定

で、11 月 8 日（土）9日（日）２日とのことでした、

私は補佐として、横須賀みかさ産業祭りは経験が無

かったものですから、実行委員会を横須賀 RC さんに

お願いできませんか？そして１日目は横須賀 RC さん

に担当していただき、２日目はのこり４クラブで担当

する、という案を出させていただきましたが、地区大

会の件があり、負担が大きすぎるという意見があり、

次回三役会までに、各クラブで意見をまとめ、検討し

ましょう、ということになり、９月 16 日（火）検討

いたします。昨年の、三崎さかな祭りでは魚市場の中

にブースをお借りし、END POLIO NOW キャンペーンを

実施し、相沢 PG をはじめ、渡辺ガバナー、前飯塚第 1

グループガバナー補佐、各地区委員会の方々、近隣ク

ラブのロータリアン、たくさんの応援を頂き盛会のう

ちに終了いたしました。うちわ、看板、フウセン、ガ

ス、と募金箱を首に掛け、ポリオ撲滅を訴えました。

風船を大きく膨らませ、小さな子供にプレゼント、大

変でしたけど、いい結果だったと思います。又、今年

度も三浦 RC の、三役、クラブの皆さんに、ご賛同を

頂けましたら、16 日の、第 1グループの三役会に持ち

込み、協議したいと思います。又このキャンペーンに

は、ポリオに限らず麻薬撲滅、ダメ、ゼッタイ、等、

いろいろ、チャレンジしたいと思います。もし、三崎

さかなまつりに賛同頂いた時には三浦 RC の皆さん、

よろしくお願いいたします。

　最後になりますが、IM についてですが、実行委員長

に秋本補佐幹事にお願いいたします。つきましては、

東京大学、赤坂教授に、三浦の海、三浦の真珠の生態、

三浦の子供たちとの、海の生物勉強、などを、テーマ

に、うらり、海業プレイスにて、第 1グループの皆さ

んと、マグロを一緒に食べたいと思います。どうか、

たくさんの人に集まって頂き、楽しくやりましょう。

よろしくお願い致します。

卓　話　　鈴木 康仁 会員

2571-22570-3
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