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2018 年 7 月 26 日　第 2741 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 26 日　第 2741 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング　『手に手つないで』

　

皆さん、こんにちは。
毎日狂ったような暑さで、体調
を崩さないようご自愛くださ
い。
7月 9日（金）会長幹事会がセ
ントラルホテルで開催され、秋
本幹事の車に乗せて頂いて参加
しました。
部屋に入ったら、脇洋一郎ガバナーがいらっしゃい
まして、お聞きしたところ、各グループの会長幹事
会にも一周参加いたしますと張り切っていらっしゃ

 会長報告　　　　　　　　　鈴木　康仁　会長

いました。
まずガバナーの挨拶の中、直前大谷PGが2018年7月31日に純増133名という結果となり、今年度も頑張っ
ていきましょうとのことでした。
次に加藤ガバナー補佐の挨拶の中、毎月末日で会員数、男女別で必ず報告するように事務局に伝えてくだ
さい。またガバナーやガバナー補佐のビジター費￥2,000 と決まりました。
1、 ガバナー公式訪問について、2週間前に補佐訪問がありますので、その時にガバナーへの質問や情
報など事前に補佐に伝えてください。
脇ガバナーと加藤 AGは当日 11：30例会場に到着し、会長、幹事との打ち合わせになります。12：30よ
り通常例会、卓話に脇ガバナーのお話をお願いし、13：30閉会となりますが、13：40頃より脇ガバナー
との懇談会を約 1時間半の予定で行われます。
会員の皆さん、できるだけ時間をとっていただき、ご参加をお願い致します。
2、米山奨学セミナーについて　　　8月 25日（土）
3、財団セミナーについて　7月 14日（土）
4、公共イメージについて
5、地区大会ゴルフについて　9月 10日（月）レイクウッド
6、地区大会について　10月 13日（土）鎌倉パークホテル　
14日（日）茅ヶ崎市民文化会館

7、会員増強・会員維持について

7月 19日（木）には第一グループ合同例会が開催され、横須賀西ロータリークラブのホストで開催されま
した。
少数精鋭で立派に開催され、素晴らしい合同例会だったと思います。
当三浦ロータリークラブからも 12名のご参加、会長としても非常に嬉しかったです。
これからも猛暑日が当分続くようです。皆さんお体に十分注意してこの夏を乗り切りましょう。



 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・松崎貞男　皆様この猛暑。お身体に気を付けてお
　過ごしください。
・相沢静夫　長期欠席のおわび。
・鈴木康仁　先日は第 1グループ合同例会に多数の
　ご出席ありがとうございました。
・秋本清道　先日、神奈川県消防操法大会が暑い中
　ありました。三浦海岸地区の第 7分団が出場し健
　闘しました。

ニコニコ BOX 集計報告
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・笠倉正弘　暑中お見舞い申し上げます。
・土田成明　委員長報告よろしくお願いします。
・藤喜代司　連日猛暑でしたが、今日は 4度ほど下がったようでありがたいです。
・奥山浩司　早退のおわび。
・加藤隆史　本日もよろしくお願いいたします。

委員長報告

 幹事報告
＊横須賀西RC8月例会のお知らせ 　＊地区大会親睦ゴルフコンペ登録の案内
＊西日本豪雨による義援金協力依頼 　＊横須賀南西RC8月例会お知らせ
＊横須賀RC第3243～3249回週報 　＊横須賀南西RC第1882～1885回週報
＊横須賀北RC8月例会予定のお知らせ 　＊横須賀西RC第2282～2287回週報
＊横須賀西RC献血のお知らせ  　＊NPO法人かものはしプロジェクト年次報告書
 出席報告 
・会員総数：25名　本日出席：15名　欠席：10名　出席率 60.0％
・MAKE UP：鈴木康仁、秋本清道、鈴木正孝、秋本清道、高木　巌（社会を明るくする運動）
　以上により、出席率は　84％となります。

〇例会担当委員会　　　　　　　松浦　功　委員長
　「ロータリークラブの基本は例会にあり」の精神で、会員・ゲスト・ビジターの皆様が楽しく参加できる例会の一
　助となるよう、頑張りますので皆様のご理解、ご協力のほどお願いいたします。

〇公共イメージ委員会　　　　　高木　巌　委員長
　私たちロータリアンの目標は、自己啓発と社会貢献です。
　ロータリーの PR活動をもっと広めて公共イメージを大事に考えていきたいと思います。

〇親睦活動委員会　　　　　　　岩野　明　委員長
　今年度活動予定の例会を諸先輩のアドバイスを伺いながら滞りなく会務に携わっていければと思います。

7、会員増強・会員維持について

7月 19日（木）には第一グループ合同例会が開催され、横須賀西ロータリークラブのホストで開催されま
した。
少数精鋭で立派に開催され、素晴らしい合同例会だったと思います。
当三浦ロータリークラブからも 12名のご参加、会長としても非常に嬉しかったです。
これからも猛暑日が当分続くようです。皆さんお体に十分注意してこの夏を乗り切りましょう。

本  日 前回まで 累  計
ニコニコ 8,000 9,000 17,000
財 団 5,000 5,000 10,000
ポ リ オ 2,000 4,000 6,000
米 山 6,000 7,000 13,000
周 年 0 3,000 3,000

計 21,000 28,000 49,000

〇ロータリー情報委員会　　　　芹川　直行　委員長
ロータリー情報の使命は会員にロータリーの考え方を伝達することにあります。
入会間もない会員にはロータリーの伝統、歴史をわかりやすく伝えていきたいと考えています。

〇会員増強委員会　　　　　　　奥山　浩司　委員長
ロータリーの重要な活動の一つに奉仕活動があります。
寄付をすることも奉仕ですし、体を動かして地域のために事業をすることも必要だと思います。このような活動をす
るにも会員増強が不可欠だと思っていますので、会員増強に努めたいと思います。

〇国際奉仕委員会　　　　　　　土田　成明　委員長
姉妹都市であるウォーナンブール市へ、本年三浦国際交流協会が訪問します。
クラブとしても永年続けてきている支援を充実させ、協力していきます。

〇社会奉仕委員会　　　　　　鈴木　正孝委員長
ここ数年、会員の減少や、高齢化のため、畑での植え付け・雑草取りなどの作業が厳しくなっておりますが、招待者
の方々の笑顔を思い出して頑張ってまいります。

〇職業奉仕委員会　　　　　　　笠倉　正弘　委員長
ロータリアンも地域社会の人もみんなで人生の定年年齢を引き上げ、お年寄りが元気に活躍する社会の実現の手助け
になればと思います。

〇ロータリー財団委員会　　　松崎　貞男　委員長
ロータリー財団の国際親善奨学会は世界最大の奨学金制度です。
毎年約 500 人がその役割を果たすため海外に派遣されています。

〇米山奨学委員会　　　　藤　喜代司　委員長
10人いれば 10人でできることがあります。
たゆみなく会員の皆様と協力してお役目を果たしていきたいと思います。
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社会を明るくする運動
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