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2019 年 7 月 18 日　第 2777 回 ／ 7 月 29 日　第 2778 回 

◇ 国際ロータリー会長
　　　マーク・ダニエル・マローニー （East Nassau RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　杉岡　芳樹（相模原 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　小林　康記（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓鈴木　正孝
　　　副 会 長︓笠倉　正弘
　　　幹　　事︓岩野　　明
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓秋本　清道
　　　副委員長︓小高　徳之
◇ 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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ロータリーは
世界をつなぐ

2019 年 7 月 18 日　第 2777 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

　幹事報告
＊横須賀南西ＲＣ第 1923 ～ 1926 回週報　　　　　　　　＊横須賀ＲＣ第 3288 ～ 3295 回週報
＊横須賀西ＲＣ　8月例会のお知らせ　　　　　　　　　　＊横須賀北ＲＣ　8月例会のお知らせ
＊横須賀ＲＣ　8月例会のお知らせ　　　　　　　　　　　＊横須賀南西ＲＣ　8月例会のお知らせ
＊ハイライトよねやま　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ロータリー財団月間（11月）卓話依頼について
＊2019-2020 年度地区大会親睦ゴルフコンペ登録のお願い  ＊『ポールハリスものがたり』発行のお知らせ
＊みさき白秋まつり　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ウォーナンブール市派遣団の受け入れについて（お礼）

 　出席報告
・  会員総数：28名　本日出席：16名　本日欠席：12名　 出席率 57.1％
・MAKE UP：鈴木正孝、秋本清道、鈴木康仁、相沢静夫、奥山浩司、小高徳之、長島満理子、阿部一也（社会を明るくする運動）
　　　　　  高木　巌（地区R財団セミナー）、鈴木正孝、岩野　明、松崎貞男、高木　巌、鈴木康仁、秋本清道、笠倉正弘、
　　　　　  藤喜代司（理事会）、鈴木康仁（米山奨学セミナー）　以上により出席率は　121.4％となります

　会長報告　　　　　　　　　　　鈴木　正孝

こんにちは。
なかなか天気がすぐれず　我が
家の家庭菜園の野菜もなかなか
育ちません。
早く梅雨明けしてもらいたいも
のですね。
7月 13、14日と三崎でお祭り
がありました。参加された方、
お疲れ様でした。
同じく 13日土曜日に財団セミ
ナーが茅ヶ崎で開催され、高木さんに出席いただき
ました。
の内容も含めて、クラブ協議会にてお願い致します。

13日はさらに、社会を明るくする運動の一環で、ダメ、絶対運動に参加してきました。
参加された会員の皆様、ありがとうございます。
午前中は、三浦海岸にて、午後からは、うらりで行われました。
そして、12日（金）ウォーナンブールの歓迎会がうらりにて開催されました。
秋本さん、岩野さんに出席いただきました。
先週末と様々な行事がありましたが、今後のプレッシャーなどありますが、これからも頑張りたいと思い
ます。
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米山功労者　藤喜代司 会員

■　Ｒ財団委員会　　　　　委員長　高木　巌
皆さん、こんにちはＲ財団委員会
7/13 に地区の財団セミナーがありました。
第一～第９のクラブの財団委員長、会長　総勢 150 名。地区の財団委員長は、茅ヶ崎ＲＣ　田中　賢三さ
んという方で、とても熱心な方であり、話もとても分かりやすく、聞き入ることができました。
その後、いくつかのグループに分かれてグループディスカッションが始まり、それぞれのクラブではどの
ような方法でＲ財団として取り組んでいるか聞くことができました。　
最後に、田中委員長は、財団活動に力を入れるようにとおっしゃっていました。
寄付　年間 2万円以上。それ以上を目指して頑張りたいと思っています。　
三浦ＲＣは 69クラブ中、寄付金額が下位の方なので、69クラブ中の平均くらいには名前がのりたいと思っ
ています。
寄付金用の封筒を作りましたので、そちらを是非ご利用ください。
1917 年当時の国際ロータリー　2600 円の寄付金を出してＲ財団を立ち上げました。
○疾病の予防　○安全な水の提供　○教育の支援　
○地域経済の発展　○母子の健康　○平和の推進
　集められた寄付の使い道
国際財団活動→グローバル補助金、グローバル奨学金　などに使われています
地区の財団活動→青少年交換、財団奨学生　米山奨学生に分散されています。
9月に財団資金推進委員会の葉山ＲＣ岡野正道にお越し頂いて話をしてもらいたいと思っています。
■　クラブ方針について　　　　　幹事　岩野　明
今年度、幹事を仰せつかりました、岩野です。
三浦ＲＣに入って 6年目なのですが、まだまだＲＣは分からないことだらけなので、先輩方のアドバイス
を頂きながら、幹事を務めさせていただきたいと思っております。
先日第一グループの三役会に参加してきました。
他ＲＣの会長幹事様の考えなどに触れることができ、なんとなくロータリーのことが分かりつつあるので、
楽しくなってきたところであります。
青少年交換留学生の悩みは皆さんも同じであるとのことが分かりましたので、皆さんで様々な意見をくみ
取りながら、乗り越えていきたいと考えています。　
令和元年、最初の年度なので、新しい提案ができればと思っています。
様々な方面で活躍されている方からの卓話をお聞きしたいと考えておりますので、
卓話していただける方がいらっしゃいましたら紹介をお願い致します。

・高木　巌　毎日暑いです。
・芹川直行　連続欠席のお詫び。月２回病院でなか
　なか出席できません。医者の不養生です！
・鈴木康仁　７月７日 11時集合、米山奨学クリー
　ンキャンペーン参加をしてきました。
・土田成明　欠席のおわび。
・奥山浩司　本年も会員拡大に協力お願いします。
・山本達樹　前回欠席申し訳ありません。
　新年度もよろしくお願いします。
・福地宏章　本日もよろしくお願いします。
・石崎勇吾　誕生月です。42才になりました。
　宜しくお願い致します。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 新年度クラブ協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ニコニコBOX 集計報告

ニコニコ
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■　R情報委員会　　　　　委員長　芹川　直行
Ｒ情報委員長の芹川です。
なかなか出席できなくて申し訳ありません。
三浦ＲＣに在籍して 33年になります。
入会したての頃、Ｒ情報委員長とは、ロータリーに長く在籍している方が適任だと思っていましたが、私も
その域に達していたのだなと実感しているところです。
なので、三浦ＲＣに入会されてまだ間もない方で、ロータリーについて不明な点がありましたら、是非、
私に声をかけてください。
昔のことを話すとかではなく、会の運営のことなどで、過去の話など聞きたいことがあれば、なんでも聞
いてもらえればと思います。 

■　公共イメージ委員会　　　　　委員長　秋本　清道
公共イメージ委員会は、ロータリーの活動を広く社会に知ってもらおうとクラブの事業をマスコミを通し
て情報発信していこうとする委員会だと理解しています。
いまだによく言われますが、ライオンズクラブは知っているが、ロータリークラブってよく分からない。
名前は知っているが、金持ちの人が集まって何かやっている会、こんな感じだと思います。
それはそれで別に気にしなくても気にすることもないしロータリークラブを知っている方もたくさんいる
と思います。
自分たちの活動を自信を持って展開していけばよいかと思います。
世界的にも、もっとロータリーの知名度を上げようという意味で公共イメージ委員会ができていると思い
ます。
当クラブは地域的にも各報道関係の記者さんたちとはコンタクトは取りやすいところですので、事業を紹
介しながら更なる知名度アップを目指したいと思います。
今年度はエンドポリオナウを中心に市民にアピールしていこうと思いますので、皆さんのご協力をお願い
します。
8月 7、8日と南三陸町で義援金を届けに行ってきます。
クラブメンバー 4人で行ってきますので、そのことについても公共イメージ事業ととらえたいと思います。

■　会員増強委員会　　　　　委員長　奥山　浩司
先月 6/11　藤沢ミナパークにて会員増強・会員維持セミナーが開催され、出席してきました。
おかげさまで、三浦ＲＣは新会員が入会して頂き、毎年会員を増やすことができました。
新会員を増やすこともとても大切ですが、会員維持も大切なことです。
会員がずっとロータリーを続けていける活動を行っていきたいと考えています。
会員維持で大切なこととして一例を挙げたいと思います。
あすかＲＣ
「チームあすか」という名前で、家族、メンバーを連れて地域活動に積極的に参加しているとのことです。
三浦ＲＣもこうした活動行い、地域の皆さんにロータリークラブを知ってもらい、地域活動に参加できる
機会、まずはゼロポリオなどの活動を広めていきたいと考えています。
今後も楽しいロータリーをつくっていきたいと思います。

2019 年 7 月 29 日　第 2778 回 例会

出席報告
会員総数：28名　本日出席：10名　本日欠席：12名　 出席率 57.1％
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