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2015 年 4 月 11 日　第 2599 回 例会
◇ 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

2599/2600-1

国際ロータリー第 2780 地区　第１グループ
2014 ～ 2015

・会員総数：26 名

  本日出席：16 名　欠席：10 名

　出席率 61.53%

・MAKE UP

　秋本清道（IM 準備・会議８回）

　松崎貞男・高木　巌（IM 準備・会議）　　

　以上により、出席率は 100％となります

■ 会　場：ホテル　マホロバマインズ三浦

INTERCITY MEETING

IM フォト

2599/2600-2

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和雄 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 22,000 円    371,000 円 393,000 円
財      団 5,000 円    68,000 円 73,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円   35,000 円 36,000 円
米　　山 4,000 円   47,500 円 51,500 円
周　　年 0 円   2,000 円 2,000 円
　 計 32,000 円   523,500 円 555,500 円

 出席報告
・会員総数：26 名

  本日出席：13 名　欠席：12 名

　出席率 52%

・MAKE UP

　相澤静夫・芹川直行・星野　雄・鈴木正孝

　鈴木康仁・菊池　恵・笠倉正弘・藤喜代司

　佐藤周一・奥山浩司・藍田和雄・吉野　哲

　　　　　　　　　　　　　　　　（IM 打合せ）

　以上により、出席率は 100％となります

　2015 年 4 月 23 日　第 2600 回 例会
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『手に手つないで』

◇ 横須賀 RC　　谷　繁信会員、田邉一三会員

　 横須賀北 RC　伊与田あさ子会員、壱岐義史会員

　 横須賀西 RC　桐ヶ谷主税会員

　 横須賀南西 RC 西田金忠会員、宮本清志会員

 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様、こんにちは。先日、三浦

皆様、こんにちは。本日は三浦で

第一グループの三役会があるの

で、三役の皆様にお出で頂いてお

ります。遠いところようこそお出

で下さいました。　

　4月 11 日の土曜日にはマホロバ

マインズで IM が開催されました。

今日お見えの三役の皆様や第一グループの多数のメ

ンバーにお出で頂きました。秋本さんにはお忙しい

中、実行委員長をして頂きました。またおおくの三

浦のメンバーに協力頂きありがとうございました。

赤坂先生のご講演も大変興味深く楽しい内容で懇親

会では多くの方から良かったとのお言葉を頂きまし

た。この三浦の恵まれた世界一の海が小網代の森と

共に、低迷している三浦の活性化に繋がってくれる

ことを願っています。

　19 日の日曜日には横須賀の県立保健福祉大学で

地区大会が開催されました。

横須賀クラブの谷副会長は会長代理、田邊幹事は司

会をご苦労様でした。各部会で私は幹事会に出席し

て来ました。驚いた事に会長経験者が数人いました、

そして二回目三回目の幹事予定者がかなり多くいて

三浦だけではない事が分かり安心しました。その後

全体会議に戻り、西クラブ楠山さんの 1分間スピー

チが優秀賞として、北クラブが寄付で表彰されまし

た。おめでとうございます。

5月 18．19 日に高岡北クラブの周年記念のお祝い

があり、星野・笠倉・藤・菱沼会員と私の 5名で行っ

てきます。

　地区協議会と同じ日に下町で鉄火巻き大会が催さ

れました。実行委員長の佐藤さん、秋本さんお疲れ

様でした。ギネス記録を更新されました。おめでと

うございました。

　今、選挙戦の真最中です。三浦市を消滅させない

で是非立て直してもらいたいです。今日も宜しくお

願いします。

＊ガバナー月信

＊次年度クラブ幹事・事務局研修会

　　　　　開催案内及びアンケート

＊RI より次年度財団目標額

　　　　　及び会員増強目標オンライン設定について

＊マイロータリークラブ役員アカウント取得について

＊５月例会案内　　横須賀北 RC, 横須賀南西 RC

＊週報　鎌倉中央 RC

＊ハイライトよねやま

＊薬物乱用防止講演会開催案内

 幹事報告　　

2599/2600-3

・谷　繁信様（横須賀 RC)　お邪魔します。先日は地区研

　修協議会に参加頂きありがとうございました。

・田邉一三様（横須賀 RC)　横須賀 RC 幹事田邉一三です。

　お邪魔します。よろしくお願いします。

・伊与田あさ子様（横須賀北 RC)　本日はお世話になりま

　す。私事ですが、私共の 40 周年行事には星野様、芹川

　様にご来場いただき、過分のお祝いを頂き有難う御座い

　ました。

・壱岐義史様（横須賀北 RC)　三役会で参りました。よろ

　しくお願い致します。

・桐ケ谷主税様（横須賀西 RC)　いつもありがとうござい

　ます。本日は、4月 29 日に行われますチャリティーコ

　ンサートの件で。、ご報告とお礼にまいりました。

　よろしくお願い致します。

・横須賀西 RC 様　今日はよろしくお願いします。陽気も

　良くなり、ドライブ気分でまいりました。

・鈴木康仁　本日は遠いところ、三浦へようこそ。

　三役会よろしくお願い致します。

・鈴木正孝　第 1グループ三役の方々、ようこそ三浦へ。

　IM も通ご参加頂きありがとうございました。

　地区協議会、皆様ご参加ありがとうございます。谷副

　会長、会長代理お疲れ様でした。

・芹川直行　合同三役会へようこそ。

　本日、初声中学校の内科検診のため例会早退。合同三

　役会欠席致します。申し訳ありません。

・星野　雄　吉野会員、本日卓話楽しみにしております。

　第 1グループ三役会の皆様、はるばるみうらまでお出

　でいただき、ありがとうございます。

・秋本清道　第 1グループの役員さん、ようこそ。

　皆さん、IM にご協力ありがとうございました。

・長瀬六朗　IM 例会に欠席してすいません。



国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ     WEEKLY REPORT MIURA RC

三浦ロータリークラブ 週報

事務局：三浦商工会議所 〒238-0243 三浦市三崎２丁目 22番 16 号 TEL 046(881)5111 URL http://www.miura-rc.jp

2015 年 4 月 11 日　第 2599 回／４月２３日　第 2600 回例会

2015 年 4 月 11 日　第 2599 回 例会
◇ 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

2599/2600-1

国際ロータリー第 2780 地区　第１グループ
2014 ～ 2015

・会員総数：26 名

  本日出席：16 名　欠席：10 名

　出席率 61.53%

・MAKE UP

　秋本清道（IM 準備・会議８回）

　松崎貞男・高木　巌（IM 準備・会議）　　

　以上により、出席率は 100％となります

■ 会　場：ホテル　マホロバマインズ三浦

INTERCITY MEETING

IM フォト

2599/2600-2

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和雄 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 22,000 円    371,000 円 393,000 円
財      団 5,000 円    68,000 円 73,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円   35,000 円 36,000 円
米　　山 4,000 円   47,500 円 51,500 円
周　　年 0 円   2,000 円 2,000 円
　 計 32,000 円   523,500 円 555,500 円

 出席報告
・会員総数：26 名

  本日出席：13 名　欠席：12 名

　出席率 52%

・MAKE UP

　相澤静夫・芹川直行・星野　雄・鈴木正孝

　鈴木康仁・菊池　恵・笠倉正弘・藤喜代司

　佐藤周一・奥山浩司・藍田和雄・吉野　哲

　　　　　　　　　　　　　　　　（IM 打合せ）

　以上により、出席率は 100％となります

　2015 年 4 月 23 日　第 2600 回 例会
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『手に手つないで』

◇ 横須賀 RC　　谷　繁信会員、田邉一三会員

　 横須賀北 RC　伊与田あさ子会員、壱岐義史会員

　 横須賀西 RC　桐ヶ谷主税会員

　 横須賀南西 RC 西田金忠会員、宮本清志会員

 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様、こんにちは。先日、三浦

皆様、こんにちは。本日は三浦で

第一グループの三役会があるの

で、三役の皆様にお出で頂いてお

ります。遠いところようこそお出

で下さいました。　

　4月 11 日の土曜日にはマホロバ

マインズで IM が開催されました。

今日お見えの三役の皆様や第一グループの多数のメ

ンバーにお出で頂きました。秋本さんにはお忙しい

中、実行委員長をして頂きました。またおおくの三

浦のメンバーに協力頂きありがとうございました。

赤坂先生のご講演も大変興味深く楽しい内容で懇親

会では多くの方から良かったとのお言葉を頂きまし

た。この三浦の恵まれた世界一の海が小網代の森と

共に、低迷している三浦の活性化に繋がってくれる

ことを願っています。

　19 日の日曜日には横須賀の県立保健福祉大学で

地区大会が開催されました。

横須賀クラブの谷副会長は会長代理、田邊幹事は司

会をご苦労様でした。各部会で私は幹事会に出席し

て来ました。驚いた事に会長経験者が数人いました、

そして二回目三回目の幹事予定者がかなり多くいて

三浦だけではない事が分かり安心しました。その後

全体会議に戻り、西クラブ楠山さんの 1分間スピー

チが優秀賞として、北クラブが寄付で表彰されまし

た。おめでとうございます。

5月 18．19 日に高岡北クラブの周年記念のお祝い

があり、星野・笠倉・藤・菱沼会員と私の 5名で行っ

てきます。

　地区協議会と同じ日に下町で鉄火巻き大会が催さ

れました。実行委員長の佐藤さん、秋本さんお疲れ

様でした。ギネス記録を更新されました。おめでと

うございました。

　今、選挙戦の真最中です。三浦市を消滅させない

で是非立て直してもらいたいです。今日も宜しくお

願いします。

＊ガバナー月信

＊次年度クラブ幹事・事務局研修会

　　　　　開催案内及びアンケート

＊RI より次年度財団目標額

　　　　　及び会員増強目標オンライン設定について

＊マイロータリークラブ役員アカウント取得について

＊５月例会案内　　横須賀北 RC, 横須賀南西 RC

＊週報　鎌倉中央 RC

＊ハイライトよねやま

＊薬物乱用防止講演会開催案内

 幹事報告　　

2599/2600-3

・谷　繁信様（横須賀 RC)　お邪魔します。先日は地区研

　修協議会に参加頂きありがとうございました。

・田邉一三様（横須賀 RC)　横須賀 RC 幹事田邉一三です。

　お邪魔します。よろしくお願いします。

・伊与田あさ子様（横須賀北 RC)　本日はお世話になりま

　す。私事ですが、私共の 40 周年行事には星野様、芹川

　様にご来場いただき、過分のお祝いを頂き有難う御座い

　ました。

・壱岐義史様（横須賀北 RC)　三役会で参りました。よろ

　しくお願い致します。

・桐ケ谷主税様（横須賀西 RC)　いつもありがとうござい

　ます。本日は、4月 29 日に行われますチャリティーコ

　ンサートの件で。、ご報告とお礼にまいりました。

　よろしくお願い致します。

・横須賀西 RC 様　今日はよろしくお願いします。陽気も

　良くなり、ドライブ気分でまいりました。

・鈴木康仁　本日は遠いところ、三浦へようこそ。

　三役会よろしくお願い致します。

・鈴木正孝　第 1グループ三役の方々、ようこそ三浦へ。

　IM も通ご参加頂きありがとうございました。

　地区協議会、皆様ご参加ありがとうございます。谷副

　会長、会長代理お疲れ様でした。

・芹川直行　合同三役会へようこそ。

　本日、初声中学校の内科検診のため例会早退。合同三

　役会欠席致します。申し訳ありません。

・星野　雄　吉野会員、本日卓話楽しみにしております。

　第 1グループ三役会の皆様、はるばるみうらまでお出

　でいただき、ありがとうございます。

・秋本清道　第 1グループの役員さん、ようこそ。

　皆さん、IM にご協力ありがとうございました。

・長瀬六朗　IM 例会に欠席してすいません。



国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ     WEEKLY REPORT MIURA RC

三浦ロータリークラブ 週報

事務局：三浦商工会議所 〒238-0243 三浦市三崎２丁目 22番 16 号 TEL 046(881)5111 URL http://www.miura-rc.jp

2015 年 4 月 11 日　第 2599 回／４月２３日　第 2600 回例会

2015 年 4 月 11 日　第 2599 回 例会
◇ 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

2599/2600-1

国際ロータリー第 2780 地区　第１グループ
2014 ～ 2015

・会員総数：26 名

  本日出席：16 名　欠席：10 名

　出席率 61.53%

・MAKE UP

　秋本清道（IM 準備・会議８回）

　松崎貞男・高木　巌（IM 準備・会議）　　

　以上により、出席率は 100％となります

■ 会　場：ホテル　マホロバマインズ三浦

INTERCITY MEETING

IM フォト

2599/2600-2

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和雄 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 22,000 円    371,000 円 393,000 円
財      団 5,000 円    68,000 円 73,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円   35,000 円 36,000 円
米　　山 4,000 円   47,500 円 51,500 円
周　　年 0 円   2,000 円 2,000 円
　 計 32,000 円   523,500 円 555,500 円

 出席報告
・会員総数：26 名

  本日出席：13 名　欠席：12 名

　出席率 52%

・MAKE UP

　相澤静夫・芹川直行・星野　雄・鈴木正孝

　鈴木康仁・菊池　恵・笠倉正弘・藤喜代司

　佐藤周一・奥山浩司・藍田和雄・吉野　哲

　　　　　　　　　　　　　　　　（IM 打合せ）

　以上により、出席率は 100％となります

　2015 年 4 月 23 日　第 2600 回 例会
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『手に手つないで』

◇ 横須賀 RC　　谷　繁信会員、田邉一三会員

　 横須賀北 RC　伊与田あさ子会員、壱岐義史会員

　 横須賀西 RC　桐ヶ谷主税会員

　 横須賀南西 RC 西田金忠会員、宮本清志会員

 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様、こんにちは。先日、三浦

皆様、こんにちは。本日は三浦で

第一グループの三役会があるの

で、三役の皆様にお出で頂いてお

ります。遠いところようこそお出

で下さいました。　

　4月 11 日の土曜日にはマホロバ

マインズで IM が開催されました。

今日お見えの三役の皆様や第一グループの多数のメ

ンバーにお出で頂きました。秋本さんにはお忙しい

中、実行委員長をして頂きました。またおおくの三

浦のメンバーに協力頂きありがとうございました。

赤坂先生のご講演も大変興味深く楽しい内容で懇親

会では多くの方から良かったとのお言葉を頂きまし

た。この三浦の恵まれた世界一の海が小網代の森と

共に、低迷している三浦の活性化に繋がってくれる

ことを願っています。

　19 日の日曜日には横須賀の県立保健福祉大学で

地区大会が開催されました。

横須賀クラブの谷副会長は会長代理、田邊幹事は司

会をご苦労様でした。各部会で私は幹事会に出席し

て来ました。驚いた事に会長経験者が数人いました、

そして二回目三回目の幹事予定者がかなり多くいて

三浦だけではない事が分かり安心しました。その後

全体会議に戻り、西クラブ楠山さんの 1分間スピー

チが優秀賞として、北クラブが寄付で表彰されまし

た。おめでとうございます。

5月 18．19 日に高岡北クラブの周年記念のお祝い

があり、星野・笠倉・藤・菱沼会員と私の 5名で行っ

てきます。

　地区協議会と同じ日に下町で鉄火巻き大会が催さ

れました。実行委員長の佐藤さん、秋本さんお疲れ

様でした。ギネス記録を更新されました。おめでと

うございました。

　今、選挙戦の真最中です。三浦市を消滅させない

で是非立て直してもらいたいです。今日も宜しくお

願いします。

＊ガバナー月信

＊次年度クラブ幹事・事務局研修会

　　　　　開催案内及びアンケート

＊RI より次年度財団目標額

　　　　　及び会員増強目標オンライン設定について

＊マイロータリークラブ役員アカウント取得について

＊５月例会案内　　横須賀北 RC, 横須賀南西 RC

＊週報　鎌倉中央 RC

＊ハイライトよねやま

＊薬物乱用防止講演会開催案内

 幹事報告　　
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・谷　繁信様（横須賀 RC)　お邪魔します。先日は地区研

　修協議会に参加頂きありがとうございました。

・田邉一三様（横須賀 RC)　横須賀 RC 幹事田邉一三です。

　お邪魔します。よろしくお願いします。

・伊与田あさ子様（横須賀北 RC)　本日はお世話になりま

　す。私事ですが、私共の 40 周年行事には星野様、芹川

　様にご来場いただき、過分のお祝いを頂き有難う御座い

　ました。

・壱岐義史様（横須賀北 RC)　三役会で参りました。よろ

　しくお願い致します。

・桐ケ谷主税様（横須賀西 RC)　いつもありがとうござい

　ます。本日は、4月 29 日に行われますチャリティーコ

　ンサートの件で。、ご報告とお礼にまいりました。

　よろしくお願い致します。

・横須賀西 RC 様　今日はよろしくお願いします。陽気も

　良くなり、ドライブ気分でまいりました。

・鈴木康仁　本日は遠いところ、三浦へようこそ。

　三役会よろしくお願い致します。

・鈴木正孝　第 1グループ三役の方々、ようこそ三浦へ。

　IM も通ご参加頂きありがとうございました。

　地区協議会、皆様ご参加ありがとうございます。谷副

　会長、会長代理お疲れ様でした。

・芹川直行　合同三役会へようこそ。

　本日、初声中学校の内科検診のため例会早退。合同三

　役会欠席致します。申し訳ありません。

・星野　雄　吉野会員、本日卓話楽しみにしております。

　第 1グループ三役会の皆様、はるばるみうらまでお出

　でいただき、ありがとうございます。

・秋本清道　第 1グループの役員さん、ようこそ。

　皆さん、IM にご協力ありがとうございました。

・長瀬六朗　IM 例会に欠席してすいません。
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