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2014 年 11 月 13 日　第 2580 回例会

2014 年 11 月 13 日　第 2580 回 例会 
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『奉仕の理想』

◇ 四つのテスト唱和

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　　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 1６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp

2580-1

 幹事報告　芹川 直行 会員　　
＊お誕生日お祝
    相澤静夫会員 (S10.11.9)　鈴木明徳会員 (S32.11.1)
　　佐藤周一会員 (S25.11.25)　　　

＊入会月お祝　　木村謙蔵会員 (2003)
＊ロータリーの友
＊地区より
　・ＲＩホアン会長ご夫妻をお迎えして
　　　 ジャパン・ロータリーデーⅡｉｎ東京」開催案内
　・地区グローバル補助金申請等についての
　　　　　　　　　　　 　オリエンテーション開催案内
　・選挙人会結果
　・米山学友会主催「国際交流会：開催案内
＊ＲＩ半期報告書等諸式変更及び
　　　　オンラインによる役員の情報追加依頼

　　　　　

 会長報告　鈴木 正孝会長

鈴木会長と米山奨学生の李明峻さん

入会式　菱沼国男 会員

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日    前回迄   累　計   
ニコニコ 15,000 円  145,000 円 160,000 円
財      団 1,000 円 21,000 円 22,000 円
ポ  リ  オ 3,000 円  26,000 円 29,000 円
米　　山 1,000 円 25,500 円 26,500 円
周　　年 0 円 2,000 円 2,000 円
　 計 20,000 円 219,500 円 239,500 円

 ニコニコ BOX 報告　佐藤 国彦 会員

・鈴木正孝　　

　菱沼さん、入会おめでとうございます。これから宜

　しくお願いします。

・芹川直行　①菱沼さん、入会おめでとうございます。

　②李さん、お土産ありがとうございます。

・高木 巌　①菱沼さん、入会おめでとうございます。

　②りーさん、ようこそお出でいただきました。

・相沢静雄　誕生日お祝いのお礼と、前回欠席のおわび。

　朱さん、卓話よろしくお願い致します。

・笠倉正弘　菱沼さん、入会おめでとうございます。

・長瀬六朗　お芋畑草刈に欠席しましてすいません。

・佐藤国彦　菱沼さん、入会おめでとうございます。

・佐藤周一　おたんじょうびのお礼。

・奥山浩司　ポリオキャンペーン欠席してすみませんで

　した。

・星野　雄　エンドポリオ、無事終了しました。

　募金は昨年の約3倍です。学生パワーの素晴らしさ

　をまざまざと見せられました。

　菱沼会員、お元気そうで何よりです。楽しくやりましょう。

2580-2

 卓　話　　鈴木 正孝 会長　

 出席報告　佐藤 国彦 会員　
・会員総数：26 名

　本日出席：14 名　欠席：12 名　出席率 53.84%

・MAKE UP　

　笠倉正弘（エンドポリオ、準備 2回）

　秋本清道、木村謙蔵（エンドポリオ準備 1回）

　長瀬六朗、鈴木明徳、佐藤　　、藍田和雄、

　岩野　明（エンドポリオ）

　星野　雄（地区会議）

　松崎貞男、芹川直行（草刈準備）

　　　　　　　により、出席率は 100％となります

＊ロータリー財団の年次寄付等　寄付推進の御願い
＊１１月ＲＩレート　１$＝１０６円
＊週報　当クラブ９－１０月、横須賀ＲＣ、横須賀北Ｒ
Ｃ＊第１グループ事務局研修会開催案内
＊城ヶ島駅伝大会協賛御礼
＊ＹＭＣＡ三浦　三浦市防災後援会協賛依頼
＊ソロプチミスト三浦週報
＊ＪＩＣＡ年次報告書＊プランジャパン支援活動協力願い

 委員長報告　
● 親睦委員会　秋本 清道 会員

　＜Xmas家族会のお知らせ＞

　12 月 18 日（木）、恒例のクリスマ

ス家族会を行います。本年は会場が

シーボニアからマホロバに変わりま

す。お間違えのないようにお願いし

ます。

　回覧が回っています。ご家族の他、

従業員の方もけっこうですので、多数のご参加をお願

いします。会員は一人 10000 円、中学生以上 3000 円で

実施させて頂きます。

　マノンについて少し情報です。

ちょこちょこメールのやり取りがあります。先日は、

大学での学校生活のことがありました。大学では日本

語の授業を受け始めたそうです。

　日本に来た時は、それなりに日本語を使っていたつ

もりでしたが、授業を受けて、自分の日本語がメチャ

クチャだったのではと反省していました。

　日本語で、日本にいた時のスピーチをしたそうです。

歌舞伎を見た話や、京都に行って舞妓さんの姿になっ

たことを話したそうです。先生や生徒が羨ましがって

いたそうです。

● 社会奉仕委員会　秋本 清道 社会奉仕委員長代理

　＜おいも掘り例会について＞

　11 月 20 日（木）、午前 8時 30 分集合です。今年は

220 名様の参加です。ご協力をお願いします。

第 1グループ RC
　　エンドポリオキャンペーン

2014/11/2　三崎魚市場
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　12 月 18 日（木）、恒例のクリスマ

ス家族会を行います。本年は会場が

シーボニアからマホロバに変わりま

す。お間違えのないようにお願いし

ます。

　回覧が回っています。ご家族の他、

従業員の方もけっこうですので、多数のご参加をお願

いします。会員は一人 10000 円、中学生以上 3000 円で

実施させて頂きます。

　マノンについて少し情報です。

ちょこちょこメールのやり取りがあります。先日は、

大学での学校生活のことがありました。大学では日本

語の授業を受け始めたそうです。

　日本に来た時は、それなりに日本語を使っていたつ

もりでしたが、授業を受けて、自分の日本語がメチャ

クチャだったのではと反省していました。

　日本語で、日本にいた時のスピーチをしたそうです。

歌舞伎を見た話や、京都に行って舞妓さんの姿になっ

たことを話したそうです。先生や生徒が羨ましがって

いたそうです。

● 社会奉仕委員会　秋本 清道 社会奉仕委員長代理

　＜おいも掘り例会について＞

　11 月 20 日（木）、午前 8時 30 分集合です。今年は

220 名様の参加です。ご協力をお願いします。

第 1グループ RC
　　エンドポリオキャンペーン
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