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国歌斉唱
ロータリーソング 『奉仕の理想』
四つのテスト

会長報告

秋本

清道

会長

新年明けましてお目出とう
ございます。大晦日から三ヶ
日とおだやかなお正月を迎え
られたことと思います。ここ
数日、台風並みの強風が吹い
ています。皆様、火の元には
充分ご注意していただければ
と思います。７月から半年が
過ぎ、バックの中身も少し整
理をして、軽くなりました。
昨年のクリスマスの家族会に於いて、鈴木康仁会
員に強制的に引き受けていただきました。副会長に

笠倉正弘会員、幹事は本年度の責任から、私がお手伝いさせて頂きますのでよろしくお願いいたします。
今日は、新年例会、ジャンボ寿司と、正月のお菓子を食べて引き続きクラブの活動、特に５５周年に向
けてご協力を頂ければと思います。
５５周年記念例会の招待状、各関係の方に発送させていただきます。

幹事報告
＊お誕生日お祝
高木 巌会員
鈴木康仁会員
＊入会月お祝
星野英夫会員
芹川直行会員
鈴木正孝会員
長瀬六朗会員

土田

成明 幹事

Ｓ16.1.18
Ｓ24．1.2
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＊AMDAジャーナルダイジェスト
＊青少年交換学生のための
日本語講師 紹介／推薦のお願い
＊横須賀RC週報
＊「第１９回ロータリー国際囲碁大会」開催のご案内
＊横須賀北RC１月例会案内
＊第７回第一グループ三役会議事録
＊ロータリーレート １ドル 114円 ＊姉妹クラブ・友好クラブアンケートご協力のお願い
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出席報告
・会員総数：23 名

本日出席：17 名

欠席：5 名

ニコニコ BOX 集計報告
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出席率 73.9%

ニコニコ BOX 報告
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30,000 104,000
17,000
71,000
3,000
25,000
16,000
59,000
3,000
3,000
69,000 262,000

松浦

累計
134,000
88,000
28,000
75,000
6,000
331,000

・秋本清道 明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
・松崎貞男 明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
・高木 巌 明けましておめでとうございます。
誕生日祝いのお礼。
・芹川直行 長期欠席のおわび。入会月お祝いの礼。
・鈴木正孝 明けましておめでとうございます。
入会月お祝いありがとうございます。

・鈴木康仁 新年明けましておめでとうございます。本年も、出席・増強・ロータリーの勉強会等がんばっ
て行きます。1 年よろしくお願い致します。誕生日祝い有難うございます。
・笠倉正弘 新年明けましておめでとうございます。皆様風邪などひかぬよう気を付けていきましょう。
・土田成明 本年もよろしくお願いします。
・藤喜代司 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
・長瀬六朗 本年もよろしくお願い致します。入会祝です。
・奥山浩司 早退のおわび。
・齊藤弘一 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
委員長報告
● 芹川直行委員長

委員長報告、ではないですが、、、芹川 直行 会員よりごあいさつ

みなさんお久しぶりでございます。半年間いないと浦島太郎で知らないお顔が増えちゃってちょっと今日
気恥ずかしかったんですけれど、なんとか生きて帰ってきました。お恥ずかしい
話なんですが７月１０日の日にその前から体調悪かったのですが、なんとかクリ
ニックの恒例行事納涼会を終えてどうしてもしんどくてしょうがないので知り合
いのうわまち病院の院長に電話して救急外来で診てくれとお願いしたらそのまま
気が付いたら救命センターで、そのまま約３週間入院をすることになってしまい
ました。そろそろ退院という頃に転倒して入院が１週間伸び、８月５日に退院し
ました。うわまち病院の先生方に助けてもらったりしながらなんとかクリニック
は休診せずにすみましたが、お盆休み明けから実質仕事に復帰したのですが、さ
すがに木曜日の例会にはなかなか出席する余力もありませんでした。木曜日は外
来受診日となって、現在主治医が４人いますので、ひどい時は木４科受診しなけ
ればなりません。

５５周年の担当を引き受けたというのにこのようなことになってしまいましたが、
なんとか復帰できました。ご迷惑をおかけしましたけれどもこれからなるべく例
会に出席できるように努力しますので、よろしくお願いいたします。
● 藤増強委員長

先週会員増強ということでヘリオスの富野さんという方のとこ

ろへお伺いしましたが先約があるとのことでお会いできませんでした。１９日か

２０日ならお時間がとれるということでしたのでまた３名くらいで行ってきます。
そのあと続々と入会者の予定もあるようですけれども今後大きく伸びるための足
掛かりを作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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クラブ協議会 「次年度に向けて」秋本 清道 会長
先週に引き続いて先週は５５周年に向けてということで計画をお話しさせていた

だきました。今週は次年度に向けてということで私がお話させていただきますと、
例年クリスマス会には次年度の会長が決まっていてご挨拶することになっており
ました。ここ数年、三役特に会長を決めるのが遅くなっておりまして、現実には
私と鈴木正孝さん、鈴木康仁さんと星野雄さんがいらしたのですが、少しさかの
ぼると笠倉さんで、昨年は藤さんということで順番に繰り返してやるような形を
とらざるを得ないようになっております。

みなさん都合がありまして無理だよということで現状ではいまだに決まっており
ません。今日は例会で押し付けちゃえばいいかなと思っていた方がお休みで、伝
言で欠席裁判は絶対にしないでくれということなので、今日は決めようがないと

いうことで、もし私やるよって方がいればと思うので真剣に考えていただければと思います。私も３回目
ですが、ほかのみなさんも３回目ということで、２７８０地区でも３回目というのはうちとどこかに一ク
ラブくらいはありますが、うちが一番３回やる人が多いのかなと思います。ぜひ来週のクリスマス会にみ
なさんで鈴木康仁会員に頼む感じでやっていただきたいと思っているのでよろしくお願いいたします。

２７８０地区次年度会長が決まっていないのが３クラブです。ほかの２つはなぜ決まっていないかという
と選挙になりそうだということでどちらも譲らない、うちは丸っきり引き受け手がいないというのは三浦
だけということです。

もう１・２年頑張ると新しく若手に入ってもらうことになるのでもうしばらく頑張って行けたらなと思い
ます。今日はお昼を召し上がったら少し早いのですが、終了させていただければと思います。よろしくお
願いいたします。
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