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2015 年 7 月 2 日　第 2608 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

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　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 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
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　先週、星野英夫会員のお店「立花」
さんでの楽しかった「さよなら例会」
が終りいよいよ今日から新年度が始
まりました。
　昨年１２月２５日昼間「海舟」さ
んで当日都合のつく会長経験者によ
る次年度会長を決める集まりがあり
皆様色々な理由を言われいずれにし
ても２度経験のある人はいやおう無しに３回目をしな
くては次に回っていかないとなり、結局前年したばか

 会長報告　　星野　雄　会長　　

りですが居た人の中で 1番気が弱くまた最近の加速度
的な記憶減退を感じていた私がクラブに同じ迷惑をか
けるなら早いほうがより少ないだろうという思いで会
長を受けさせて頂きました。1年間微力ながらも清新
な気持ちで精一杯がんばります。
　以下報告です。例会にあまりお見えにならなかった
鈴木明徳会員先日お会いしてきました、訳を話すと長
くなるとの事、左足が整形外科的疾患だが車の運転は
右足なのでＯＫ、遠くまで歩くのは疲れるがだいぶ良
くなり近いうち出席出来るだろうとの事でした。
　例年の社会を明るくする運動、　三浦海岸と三崎下
町祭礼のキャンペーン、薬物講演会の協力依頼がきて
います。１７日の第１グループ合同例会、新ガバナー
補佐はじめ５クラブの顔合わせです奮ってご参加くだ
さい。
　残念なお知らせです、木村謙蔵会員より６月３０日
付けで退会届が提出されました。今例会後事務所にお
伺いしてきます。
　お手元のロータリーの友７月号横書き４５ページに
記載されておりますが日韓親善会議、品川のホテルで
す近いのでぜひご参加ください。

＜前年度鈴木会長へ 14－15年度テーマ幕贈呈＞
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＊入会月祝　星野　雄（1992）　
　　　　　　鈴木明徳（2012）　岩野　明（2014）

＊ロータリーの友誌・ガバナー月信
＊14－15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）
＊地区より
　○セミナー等開催案内
　　・全国ロータリー
　　・ポリオプラスプログラム研修セミナー
　　・社会奉仕・国際奉仕セミナー
　　・Ｒ財団セミナー
　　・第 13回日韓親善会議
　○Ｒ財団への寄付金 2か年比較表
　○青少年交換学生募集要項
＊６月 23日開催：現・次年度第１Ｇ三役会議事録
＊相模原ｸﾞﾘｰﾝＲＣ　
　　職業奉仕委員会作成「私の職業倫理感」等冊子
＊横須賀北ＲＣ　活動計画書
＊７月例会案内　横須賀南西ＲＣ
＊ハイライトよねやま
＊三浦市社会福祉協議会　27年度賛助会費
＊行事等臨席案内　白秋祭　
＊かものはしプロジェクト案内
＊協賛
　・分担金依頼
　・第65回社会を明るくする運動三浦地区主催団体分担金
　・法人会三浦地区会
　　　米海軍第７艦隊バンドコンサート
　　　城ケ島駅伝大会

 幹事報告  出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
  本日出席：12名　欠席：12名
　出席率 50%
・MAKE UP
　 鈴木康仁（Eクラブ設立式典）
　 松崎貞男（地区セミナー）
　 鈴木康仁、鈴木正孝、芹川直行、星野　雄
　　　　　　　　　　　　　　　　（第 1G三役会）
　により、出席率は 75％となります。
 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 15,000 円    0 円 15,000 円
財      団 4,000 円   0 円 4,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円   0 円 1,000 円
米　　山 4,000 円   0 円 4,000 円
周　　年 0 円   0 円 0 円
　 計 24,000 円   0 円 24,0,00 円

・星野　雄　本年度会長を仰せつかりました。
　皆様のご協力を頂き勤めさせて頂きたいと
　思います。入会祝いありがとうございました。
・鈴木正孝　星野会長、よろしくお願いします。
　私は何度目の三役か忘れましたが、皆様よ
　ろしくお　願いします。
・松崎貞男　星六丸出航です。大漁を祈ります。

・芹川直行　星野会長、鈴木幹事のご活躍を
　お祈りしています。

・高木　巌　星野年度の船出を祝う。

・鈴木康仁　星野会長 1年頑張って行きましょ
　う。鈴木幹事、松崎副会長と共に。

・秋本清道　星野年度、皆さん頑張りましょう。

・笠倉正弘　星野さん、鈴木さん、一年間お
　身体に気を付けてガンバッテ下さい。

・長瀬六朗　星野会長がんばって下さい。

・岩野　明　入会 1年経過しました。本年度
　もよろしくお願い致します。

岩野会員　　　　　　　星野会長
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● 会長　　　星野　雄 会長
　３回目の会長ということで１年
間精一杯がんばります。１回目は
約１０年前で幹事は建築設計士の
内騰さん、２回目は１年前で幹事
は笠倉さんです。今回鈴木正孝さ
んが会長に引き続き幹事を受けて
頂きこれもまた大変だと思います。
１回目をお受けしたとき会員は 30
名でした、今回２５名と５名減りましたがなんとか５
名増やしたいと思っております。クラブは会員が命、
バラエティーある職業構成、幅広い多くの経験、色々
な性格等々の人が集まりクラブをより魅力的なものに
していけたらと思います。会長になるデメリットは余
計なお金と時間がかかる当然仕事にも支障が出る、家
族からは「またロータリー？」と言われる。一方、人
前で話さなくてはならないので恥をかかないように練
習する、話の上手い人のやり口を覚えようと一生懸命
聞くようになる、ヒントがあるとこれ使えるとメモし
絶えずアンテナを張るようになるなどすべてに積極的
になる。デメリットは本人次第で裏返せばメリットに
もなるし良い点悪い点ひっくるめてはるかに良い点の
方が多いと思います。やる以上１年間会長職を楽しみ
たいと思います。

● 公共イメ－ジ委員会　　笠倉正弘 会員
　先般、地区協議会にて「公共イメ
－ジ部門」に出席してまいりました。
この研修での経験を委員会活動に生
かしていきたいと思います。
相澤 PGからの「END POLIO 
NOW」のキャンペ－ンと共にロ－
タリ－のイメ－ジ、認知度の向上を
図る流れが各クラブに浸透してきて
いるのを感じます。
「広報委員会」の名称からこの「公共イメ－ジ」に変わっ
た背景と目的を考えやっていきたいとおもいます。
ロ－タリ－への市民からみた認知度、理解をもう一度
考え三年目に入ったこの委員会の足跡も考え、反省し
ながら、これからどう進むのかを内外から問われる時
期にきていると思います。
今度で 3年目になる「END　 POLIO　 NOW」（小児
まひを世界から無くす）を三浦クラブがどう展開する
のか検討していきたいと思います。
又、三浦ロ－タリ－の活動を PRして認知度を上げる
為にも、会員増強委員会との連携プレ－も行い、会員
獲得とロータリ－のイメ－ジ向上の一石二鳥も目的の
ひとつとしたいと思います。
私自身「ロ－タリ－の友」を熟読？して「為になる情
報」を伝えたいと思います。
又、会報がスム－ズに発行されるよう皆様の協力をお
願いしたいと思います。

油壺・和田 海水浴場　Aburatsubo and Wada Beaches

　横堀・荒井浜・和田の 3 つの海水浴場があります。小さいですが、
　シーズンを通して穴場の海水浴場。静かで澄んだ海はプライベー
　トビーチ感覚。
　すぐ近くには釣りや磯遊びが楽しめるスポットがあります。

三浦海岸海水浴場　Miura Kaigan Beach

　約 1km にわたって砂浜が弓なりに続く、関東有数の海水浴場。
　遠浅の浜なので子供も安心して遊ぶことができ、シーズン中は
　家族連れをはじめ多くの海水浴客で賑わいます。

大浦海水浴場　O-ura Kaigan Beach

　小規模だが透明度の高さが魅力の海水浴場。
　ビーチの両端を岩に囲まれており波が穏やか。
　海水浴だけでなく磯遊びも楽しめます。

三浦の海水浴場
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た背景と目的を考えやっていきたいとおもいます。
ロ－タリ－への市民からみた認知度、理解をもう一度
考え三年目に入ったこの委員会の足跡も考え、反省し
ながら、これからどう進むのかを内外から問われる時
期にきていると思います。
今度で 3年目になる「END　 POLIO　 NOW」（小児
まひを世界から無くす）を三浦クラブがどう展開する
のか検討していきたいと思います。
又、三浦ロ－タリ－の活動を PRして認知度を上げる
為にも、会員増強委員会との連携プレ－も行い、会員
獲得とロータリ－のイメ－ジ向上の一石二鳥も目的の
ひとつとしたいと思います。
私自身「ロ－タリ－の友」を熟読？して「為になる情
報」を伝えたいと思います。
又、会報がスム－ズに発行されるよう皆様の協力をお
願いしたいと思います。

油壺・和田 海水浴場　Aburatsubo and Wada Beaches

　横堀・荒井浜・和田の 3 つの海水浴場があります。小さいですが、
　シーズンを通して穴場の海水浴場。静かで澄んだ海はプライベー
　トビーチ感覚。
　すぐ近くには釣りや磯遊びが楽しめるスポットがあります。

三浦海岸海水浴場　Miura Kaigan Beach

　約 1km にわたって砂浜が弓なりに続く、関東有数の海水浴場。
　遠浅の浜なので子供も安心して遊ぶことができ、シーズン中は
　家族連れをはじめ多くの海水浴客で賑わいます。

大浦海水浴場　O-ura Kaigan Beach

　小規模だが透明度の高さが魅力の海水浴場。
　ビーチの両端を岩に囲まれており波が穏やか。
　海水浴だけでなく磯遊びも楽しめます。

三浦の海水浴場
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2015 年 7 月 2 日　第 2608 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

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　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 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
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　先週、星野英夫会員のお店「立花」
さんでの楽しかった「さよなら例会」
が終りいよいよ今日から新年度が始
まりました。
　昨年１２月２５日昼間「海舟」さ
んで当日都合のつく会長経験者によ
る次年度会長を決める集まりがあり
皆様色々な理由を言われいずれにし
ても２度経験のある人はいやおう無しに３回目をしな
くては次に回っていかないとなり、結局前年したばか

 会長報告　　星野　雄　会長　　

りですが居た人の中で 1番気が弱くまた最近の加速度
的な記憶減退を感じていた私がクラブに同じ迷惑をか
けるなら早いほうがより少ないだろうという思いで会
長を受けさせて頂きました。1年間微力ながらも清新
な気持ちで精一杯がんばります。
　以下報告です。例会にあまりお見えにならなかった
鈴木明徳会員先日お会いしてきました、訳を話すと長
くなるとの事、左足が整形外科的疾患だが車の運転は
右足なのでＯＫ、遠くまで歩くのは疲れるがだいぶ良
くなり近いうち出席出来るだろうとの事でした。
　例年の社会を明るくする運動、　三浦海岸と三崎下
町祭礼のキャンペーン、薬物講演会の協力依頼がきて
います。１７日の第１グループ合同例会、新ガバナー
補佐はじめ５クラブの顔合わせです奮ってご参加くだ
さい。
　残念なお知らせです、木村謙蔵会員より６月３０日
付けで退会届が提出されました。今例会後事務所にお
伺いしてきます。
　お手元のロータリーの友７月号横書き４５ページに
記載されておりますが日韓親善会議、品川のホテルで
す近いのでぜひご参加ください。

＜前年度鈴木会長へ 14－15年度テーマ幕贈呈＞
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＊入会月祝　星野　雄（1992）　
　　　　　　鈴木明徳（2012）　岩野　明（2014）

＊ロータリーの友誌・ガバナー月信
＊14－15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）
＊地区より
　○セミナー等開催案内
　　・全国ロータリー
　　・ポリオプラスプログラム研修セミナー
　　・社会奉仕・国際奉仕セミナー
　　・Ｒ財団セミナー
　　・第 13回日韓親善会議
　○Ｒ財団への寄付金 2か年比較表
　○青少年交換学生募集要項
＊６月 23日開催：現・次年度第１Ｇ三役会議事録
＊相模原ｸﾞﾘｰﾝＲＣ　
　　職業奉仕委員会作成「私の職業倫理感」等冊子
＊横須賀北ＲＣ　活動計画書
＊７月例会案内　横須賀南西ＲＣ
＊ハイライトよねやま
＊三浦市社会福祉協議会　27年度賛助会費
＊行事等臨席案内　白秋祭　
＊かものはしプロジェクト案内
＊協賛
　・分担金依頼
　・第65回社会を明るくする運動三浦地区主催団体分担金
　・法人会三浦地区会
　　　米海軍第７艦隊バンドコンサート
　　　城ケ島駅伝大会

 幹事報告  出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
  本日出席：12名　欠席：12名
　出席率 50%
・MAKE UP
　 鈴木康仁（Eクラブ設立式典）
　 松崎貞男（地区セミナー）
　 鈴木康仁、鈴木正孝、芹川直行、星野　雄
　　　　　　　　　　　　　　　　（第 1G三役会）
　により、出席率は 75％となります。
 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 15,000 円    0 円 15,000 円
財      団 4,000 円   0 円 4,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円   0 円 1,000 円
米　　山 4,000 円   0 円 4,000 円
周　　年 0 円   0 円 0 円
　 計 24,000 円   0 円 24,0,00 円

・星野　雄　本年度会長を仰せつかりました。
　皆様のご協力を頂き勤めさせて頂きたいと
　思います。入会祝いありがとうございました。
・鈴木正孝　星野会長、よろしくお願いします。
　私は何度目の三役か忘れましたが、皆様よ
　ろしくお　願いします。
・松崎貞男　星六丸出航です。大漁を祈ります。

・芹川直行　星野会長、鈴木幹事のご活躍を
　お祈りしています。

・高木　巌　星野年度の船出を祝う。

・鈴木康仁　星野会長 1年頑張って行きましょ
　う。鈴木幹事、松崎副会長と共に。

・秋本清道　星野年度、皆さん頑張りましょう。

・笠倉正弘　星野さん、鈴木さん、一年間お
　身体に気を付けてガンバッテ下さい。

・長瀬六朗　星野会長がんばって下さい。

・岩野　明　入会 1年経過しました。本年度
　もよろしくお願い致します。

岩野会員　　　　　　　星野会長
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● 会長　　　星野　雄 会長
　３回目の会長ということで１年
間精一杯がんばります。１回目は
約１０年前で幹事は建築設計士の
内騰さん、２回目は１年前で幹事
は笠倉さんです。今回鈴木正孝さ
んが会長に引き続き幹事を受けて
頂きこれもまた大変だと思います。
１回目をお受けしたとき会員は 30
名でした、今回２５名と５名減りましたがなんとか５
名増やしたいと思っております。クラブは会員が命、
バラエティーある職業構成、幅広い多くの経験、色々
な性格等々の人が集まりクラブをより魅力的なものに
していけたらと思います。会長になるデメリットは余
計なお金と時間がかかる当然仕事にも支障が出る、家
族からは「またロータリー？」と言われる。一方、人
前で話さなくてはならないので恥をかかないように練
習する、話の上手い人のやり口を覚えようと一生懸命
聞くようになる、ヒントがあるとこれ使えるとメモし
絶えずアンテナを張るようになるなどすべてに積極的
になる。デメリットは本人次第で裏返せばメリットに
もなるし良い点悪い点ひっくるめてはるかに良い点の
方が多いと思います。やる以上１年間会長職を楽しみ
たいと思います。

● 公共イメ－ジ委員会　　笠倉正弘 会員
　先般、地区協議会にて「公共イメ
－ジ部門」に出席してまいりました。
この研修での経験を委員会活動に生
かしていきたいと思います。
相澤 PGからの「END POLIO 
NOW」のキャンペ－ンと共にロ－
タリ－のイメ－ジ、認知度の向上を
図る流れが各クラブに浸透してきて
いるのを感じます。
「広報委員会」の名称からこの「公共イメ－ジ」に変わっ
た背景と目的を考えやっていきたいとおもいます。
ロ－タリ－への市民からみた認知度、理解をもう一度
考え三年目に入ったこの委員会の足跡も考え、反省し
ながら、これからどう進むのかを内外から問われる時
期にきていると思います。
今度で 3年目になる「END　 POLIO　 NOW」（小児
まひを世界から無くす）を三浦クラブがどう展開する
のか検討していきたいと思います。
又、三浦ロ－タリ－の活動を PRして認知度を上げる
為にも、会員増強委員会との連携プレ－も行い、会員
獲得とロータリ－のイメ－ジ向上の一石二鳥も目的の
ひとつとしたいと思います。
私自身「ロ－タリ－の友」を熟読？して「為になる情
報」を伝えたいと思います。
又、会報がスム－ズに発行されるよう皆様の協力をお
願いしたいと思います。

油壺・和田 海水浴場　Aburatsubo and Wada Beaches

　横堀・荒井浜・和田の 3 つの海水浴場があります。小さいですが、
　シーズンを通して穴場の海水浴場。静かで澄んだ海はプライベー
　トビーチ感覚。
　すぐ近くには釣りや磯遊びが楽しめるスポットがあります。

三浦海岸海水浴場　Miura Kaigan Beach

　約 1km にわたって砂浜が弓なりに続く、関東有数の海水浴場。
　遠浅の浜なので子供も安心して遊ぶことができ、シーズン中は
　家族連れをはじめ多くの海水浴客で賑わいます。

大浦海水浴場　O-ura Kaigan Beach

　小規模だが透明度の高さが魅力の海水浴場。
　ビーチの両端を岩に囲まれており波が穏やか。
　海水浴だけでなく磯遊びも楽しめます。
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