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2015 年 7 月 9 日　第 2609 回 例会
於︓うらり

◇　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

◇ 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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毎日雨ばかりでさすがに梅雨とはい
うもののウンザリです。昨晩も三浦
半島大雨警報が出て、市でも放送し
ておりました。本日は例会場の商工
会議所が女性のみの健康診断日の会
場となるため使えずここ「うらり」
の２階に変更です。私も昨日健康診
断を受けてきましたがやはり男女混
合ですと能率が悪く私がバリウムを飲む検診車に行っ
た時に女性が６人ほど外で待っていましたが中にいた
のが男性だったため担当者が待っている女性に了解を

 会長報告　　星野　雄　会長　　

得て私を先に回してくれました。年１回の検診ですが
２週間ほど後の結果報告を見る時は本人これといった
努力はしていないのに子供の頃の通信簿を見るような
気がします。ウォーナンブールからの派遣団が昨日 8
日から来崎しています、生徒（高１から高３）７名、
引率３名日程表では今日は鎌倉文化遺産見学で明日は
三崎小学校５～６年生の体験授業、１１日（土）は夜
うらりで親善パーティーとなっておりその時ロータリー
として出席、記念品をあげる予定です。一方、三浦か
らの派遣は８月６日から２１日迄の１６日間、生徒１
０名（中２～高３）引率２名です。こちらにもクラブ
からお土産を持たせる予定です。６日（月）午後、吉
田市長に三役で表敬訪問に伺いました、２日程前に市
内に避難警報が出たばかりで警報の頻度やタイミング
についてのお話を伺いました。

＊地区より　
　・ガバナー月信　
　・上半期地区人頭分担金送金依頼　　
　・７月１日会員数問い合わせ
　・前年度職業奉仕活動報告　　　
　・米山奨学セミナー開催案内
　・公共イメージ賞について　　　
　・地区大会ゴルフコンペ開催案内
＊ＲＩより
　・半期報告書
　・人頭分担金請求について　
　・７月ＲＩレート　１ドル 124 円
＊８月例会案内　　
　　横須賀北ＲＣ、横須賀西ＲＣ、横須賀南西ＲＣ
＊米山奨学会　
　　奨学生世話クラブ活動補助金について全クラブ周知
＊三浦市
　・ウォナンブール市青少年親善パーティー開催案内
　・姉妹都市国際交流事業紹介

 幹事報告
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員

 委員長報告

 クラブ協議会

・会員総数：25名
  本日出席：12名　欠席：12名
　出席率 50%
・MAKE UP
　 藍田和雄、吉野　哲（SAA打合せ）
　
　により、
　出席率は 58.33％となります。

● 8 月の納涼夜間例会について　　高木親睦委員長
● IM 報告書について　    秋本前年度 IM実行委員長

● 親睦活動委員会　　　　　　　高木　巌 委員長
　親睦活動委員会の役目は、会員
が集まって大いに語り合い、会食
など楽しみながら友好の輪を広げ
ることにあります。
　そして情報交換を通じて自己を
高め、社会奉仕につなげていくこ
とを目的としています。
①納涼夜間例会
　8月 7日 ( 金）PM6:00 ～、諸磯の「風工房」で食
　事会を開きます。奥さんや友人をお誘い下さい。
　歓迎しています。
②横須賀南西クラブとの合同夜間例会
　9月 14日、今年度は南西クラブが担当になります。
③クリスマス家族例会
　12月 17日、シーボニア又はマホロバを予定してい
　ます。お孫さん、お子さん、ご両親皆さんの参加で
　楽しみましょう。
④親睦夜間例会
　3月 3日、豊魚
⑤お花見例会
　3月 31日、金田の道路の桜がきれいです。
　また、小網代の森ハイキング、終わったら昼食をシー
　ボニアでとりたいと考えています。
他、日帰り旅行も考えています。
● 会員増強委員会　　松崎貞男 委員長
● 社会奉仕委員会　　鈴木康仁 委員長
1）社会奉仕は全てのロータリアン　の「個人生活」「社
　会生活」に　おいて奉仕の理想を育み、これを奨励
　する＝ロータリアンの利他の　心を育む機会を提供
　する。
2）ロータリアン一人一人が「超我　の奉仕」を実践

する機会＝社会の喜びを体験する機会。
　上記の様に地元の地域社会のニー
ズに応える機会と言う事です。

第 1三浦グループの地域社会に貢
献するプロジェクトを紹介します。
・横須賀 RC
　1万メートルプロムナードクリー
ン大作　戦・VTT　（グローバル補助金）
・横須賀北 RC
　地域の医師の皆さんと共に地域医療奉　仕や追浜駅
　周辺の清掃活動
・横須賀西 RC
　震災復興支援チャリティーコンサート
　衣笠駅前にて献血、薬物防止
・横須賀南西 RC
　老人ホーム支援・北久里浜商店街清掃
　三浦ロータリークラブには、社会奉仕活動と して 
30 年近く続いています苧堀事業があり ます、地域の
障害を持つ子供たちや障害施設の方々をお招きし、芋
施例会を開催しておりま す、会員による種芋植え、会
員による草刈、会員による苧堀例会です、近年では会
員も高齢 化が進み、思うようには動けません、又、素
人でも毎年植えつけしている害には身がならなくめっ
きり減少しております。しかし、毎年この芋ほりを心
待ちしている子供たちがいる為 に今年も少しでも歓ん
で頂けるよう老体にムチ打ってみんなで頑張りましょう
皆様のご協力をおねがいいたします。

● 職業奉仕委員会　　秋本清道 委員長
　職業奉仕委員会は初めてです。事
業計画に書かせて頂いた殊は、手続
要覧を確認して書きました。
　それも少し古い 2003 年度版でし
た。先日 2013 年度版を見直してみ
ましたら、内容は同じ事だと思いま
すが、文章表現がだいぶ変わってい
ることを知りました。
　こんな委員長ですが、委員会メンバーと勉強し、皆
さんに理解をしてもらえたらと思っています。
　自分の仕事を一生懸命やり、その結果、自分に余裕
を持つことで奉仕が出来るのかと思います。
一年間よろしくお願いします。

● 財団委員会　　菊池　恵 委員長
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