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2018 年 7 月 5 日　第 2739 回例会

◇ 国際ロータリー会長
　　　バリー・ラシン （East Nassau RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　脇　洋一郎（茅ヶ崎湘南 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　加藤　元章（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓鈴木　康仁
　　　副 会 長︓笠倉　正弘
　　　幹　　事︓秋本　清道
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓高木　　巌
　　　副委員長︓笠倉　正弘
　　　委　　員︓奥山　浩司
◇ 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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インスピレーション
になろう

2018 年 7 月 5 日　第 2739 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　国歌斉唱

◇　ロータリーソング　『奉仕の理想』

◇　四つのテスト唱和

　

改めまして、皆様方こんにちは。
今年度会長を務めることになり
ました、鈴木康仁です。
新しい方もいらっしゃいますの
で、ロータリー歴の自己紹介を
させていただきます。
1993年2月13名の同時入会で、
当時の会長を務めることになりました、鈴木康仁です。
新しい方もいらっしゃいますので、ロータリー歴の

 会長報告　　　　　　　　　鈴木　康仁　会長

自己紹介をさせて頂きます。
1993 年 2月 13名の同時入会で、当時の会長は松崎会員でした。
職業は 1994 年引橋に事務所を作り、( 株 ) 浜名電工として電気工事業を営業をしております。
2019 年で 40年となります。
1996 ～ 1997 年度吉田益男さん（故人）が分区代理（当時は現在の第一グループを第一分区と称した）に
就任され、私が入会 3年目で分区代理付幹事を初め、1998 ～ 1999 年芹川会長当時のクラブ幹事を、
2002 ～ 2003 年クラブ会長となりましたが、1998 年 5月 8日の夜 9時 45分頃、交通事故に遭い、その
日からベッド生活となり、9月頃やっと会長の席に座ることができました。
この時には、秋本幹事には大変お世話になり、ありがとうございました。
やっと 6月まで頑張り、2008 ～ 2009 年前回の会長職が 5カ月足りなかったのでもう一度会長をという
ことで、2回目の会長をお受けしました。
2010 ～ 2011 年には高木会長のもと、クラブ 2回目の幹事をお受けいたしました。
2013 ～ 2014 年には高木会員が第一グループのガバナー補佐に就任し、私が 2回目の補佐幹事をお受け
しました。
2015 ～ 2016 年には第一グループより渡辺治夫ガバナーが誕生し、三浦の私にガバナー補佐の指名をいた
だき、クラブの皆様より承認され、研修を含め、22カ月のお勤めでした。そして 2016 ～ 2017 年、藤会
長のもと、3回目のクラブ幹事をお受けしました。



 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・鈴木康仁　10 年ぶりに会長となりました。忘れっ
　ぽっくなり、正月には 70才となります。1年間
　頑張ります、よろしくご協力の程お願い致します。
・秋本清道　新年度です。一年間よろしくお願いし
　ます。
・高木　巌　新年度鈴木会長の検討を祈る。
・土田成明　新年度です。

ニコニコ BOX 集計報告
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・笠倉正弘　鈴木会長、3度のお役目のんびりやって下さい。
・藤喜代司　新年度会長鈴木ヒロミチさん、本年度よろしくお願いします。
・奥山浩司　秋本さん、一年間ごくろうさまでした。鈴木会長、よろしくお願いします。
・岩野　明　鈴木会長、秋本幹事、一年間よろしくお願い致します。
　入会月祝いのお礼。
・近藤竜一郎　鈴木会長、よろしくお願いします。
・齊藤弘一　鈴木新会長、一年間ガンバってください。
・加藤隆史　本日もよろしくお願いいたします。

クラブ協議会　　幹事として　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋本　清道

 幹事報告
＊お誕生日お祝　　松浦功会員　　S４２．７．２５　　
＊入会月祝　　鈴木明徳会員（2012）　岩野明会員（2014）
＊横須賀北ロータリークラブ第2724～2726回週報　
＊ロータリーレート　１ドル＝110円
＊横須賀ロータリークラブ活動計画書　
＊横須賀北ロータリークラブ活動計画書
＊17－18年度当クラブ会員出席率
　（ご確認下さい。100％出席者には後日バッチ贈呈）
＊薬物クリーンかながわ

 出席報告 
・会員総数：25名　本日出席：14名　欠席：11名　出席率 56.0％
・MAKE UP：秋本清道、鈴木正孝、土田成明、鈴木康仁、奥山浩司（南西 RCさよなら例会）
　以上により、出席率は　76％となります。

岩野会員　　鈴木会長

本 日 前回まで 累計
ニコニコ 9,000 0 9,000
財 団 5,000 0 5,000
ポ リ オ 4,000 0 4,000
米 山 7,000 0 7,000
周 年 3,000 0 3,000

計 28,000 0 28,000

我が三浦ロータリークラブが、2780 地区内 11番目に認証されたクラブ（スポンサークラブ横須賀ＲＣ）です。
昨年は秋本会長が 55周年例会を開催いたしました。
姉妹クラブの長野県須坂ＲＣ・友好クラブの高岡北ＲＣより、多くの皆様のご参加をいただき、盛大に行われました。
歴史あるこの三浦ＲＣの 57代目の会長を仰せつかり、新入社員と共に初心に戻り、1年間頑張ろうと思います。
2018-19 年度ＲＩ理事　バリー・ラシン氏は「インスピレーションになろう」（霊感・ひらめき・インスピレーショ
ンを与えてくれる人（物）を発表いたしました。また、今年度、脇洋一郎ガバナーの第 2780 地区方針を

⑴　奉仕の実践　ロータリーの目的は奉仕の実践です。クラブ独自に、またはＲ財団の地区補助金・グローバル補助
金を活用して、地域社会、国際社会、青少年の為の奉仕活動を実践する、ロータリー米山奨学会と奨学生を積極的に
支援する。
⑵　ＲＩ戦略計画の推進　クラブのサポートと強化、人道的の重点化と増加・公共イメージと認知度の向上
⑶　会員増強・会員維持
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クラブ協議会　　幹事として　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋本　清道
昨年度から早めに活動計画書の大半はできていましたが、6月に入り、予定の変更を余儀なくさ
れる事態もあり、本日、1時間前に届きました。

少し訂正の箇所もありますが、ご了承ください。
まず、1年間の計画で、一番大切な例会については、スケジュール通り実施をしていく予定ですが、
変更もあることを頭においていただけると助かります。
特に、イモ植え、イモ堀については自然が相手ですので、変わることがあることをご理解ください。
また、各セミナー、地区行事などへの参加をお願いします。
基本的に事前に案内が来ますが、分からないことがありましたら、事務局に確認してください。
今月は、次週、12日は休会。
19日は合同例会（横須賀商工会議所）となります。12：30までに食事をすませてください。

来年 3月 29日、須坂 RC40 周年、一泊で予定しています。30日は帰りに IMとなります。
一年間よろしくお願いします。

〇今月の予定確認です。
次週 12日（木）は会議所が使用できないので休会です。

〇19日（木）は第一グループの合同例会（毎年年度初めに横須賀・横須賀北・横須賀西・横須賀南西・三浦の 5ク
ラブ持ち回りで顔合わせ例会）です。
横須賀商工会議所 1Fで 12時半点鐘です。
食事はその前にお願いします。
早めにお越しください。

〇26日（木）本日の続きでクラブ協議会となります。

8月 7日（火）第一例会は納涼花火例会です。
火曜日の夜間例会ですので、お間違えないようにお願いします。
魚敬で 18：30～です。

⑷　寄付のお願い
⑸　ロータリークラブを対象とするロータリー賞へのチャレンジ
⑹　マイロータリーの登録率の向上　脇ガバナーの基本方針です。

また、今年度は新入会員や入会年数が浅い方々にロータリーを知っていただくことが大事と思い、ＲＣの組織やロー
タリー用語等、特に例会内を楽しくするためには、まずはロータリー用語（英語が多い）の説明からはいっていきた
いと思います。
そして、ロータリーの細則も最近ではかなり変化をしております。
やさしいロータリーから、わかりやすいロータリー情報を交え、今年度は三浦ＲＣ全員で初心に戻り、現代のロータ
リアンになりましょう。
1年間宜しくお願い致します。


	2739-1
	2739-2
	2739-3

