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2018 年 10 月 13.14 日　第 2750 回例会　／ 10 月 8 日　第 2751 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 10 月 18 日　第 2751 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング　『奉仕の理想』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

　　　　　　　　　　米山奨学生　　甘　博文　さん

　

　会長欠席のため、幹事報告を
兼ねてお話させていただきます。
地区大会、会長幹事会が 13日鎌
倉パークホテルで RI 会長代理歓
迎晩さん会と共に行われました。
当クラブの参加者は少なかった
のですが、地区大会や地区協議
会を見て頂くと RCのことがよく
分かると思います。
新会員の方は特に参加をしていただくと、私達の説

 幹事報告　　　　　　　　　秋本　清道　幹事

明よりよく分かると思うので、都合をつけてご参加ください。

10月 22日（月）ジャガイモ畑の雑草がだいぶ出てきています。
22日に草刈りを行いますので、ご協力お願いします。
午前 10：00～ 11：30 頃まで終了してから食事に向かう予定です。（この日は例会とさせていただきます）

新会員の集いが 2019 年 3月 22日（金）、23日（土）1泊で行われますので、入会 4年未満の方だけでなく、
一度も参加したことがない会員のご参加をお願い致します。

年次寄付、ポリオ、財団、米山の寄付を宜しくお願いします。
特にポリオ撲滅については、完全撲滅まであと少しです。
各寄付にご理解を頂き、よろしくお願い致します。

土田会員の卓話について
姉妹都市交流に毎年支援をし、子供たちに派遣報告をしていただいています。
子供たちの話でもよく分かっていますが、土田会員のウォーナンブールの町や学校の様子、生活、レクリエー
ション等、くわしくお話をして頂き、より深くウォーナンブールの町のことを理解できたと思います。
今後も国際交流に尽力していただければと思います。



 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・藤喜代司　米山奨学 甘さんようこそ。
　土田会員、今日の卓話楽しみにしております。
・奥山浩司　甘さんようこそ三浦へ。
　土田さん、卓話楽しみにしています。
・山本達樹　
・長島満理子　土田先輩、本日の卓話楽しみにして
　います。
・加藤隆史　伝説の男・土田成明先輩の卓話、楽し
　みにしております！

ニコニコ BOX 集計報告
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 幹事報告
＊横須賀 RC 11月例会のお知らせ  ＊横須賀南西 RC11月例会のお知らせ
＊横須賀西 RC10月例会のお知らせ ＊横須賀西 RC11月例会のお知らせ
＊横須賀北 RC11月例会のお知らせ ＊第 5回会長幹事会議事録
＊「新会員の集い」ご案内       ＊ハイライトよねやま　
＊地区大会お礼状               ＊インターアクト年次大会登録のお願い

 出席報告 
・会員総数：26名　本日出席：15名　欠席：11名　　出席率 57.6％
・MAKE UP：鈴木康仁、秋本清道、土田成明、藤喜代司、長瀬六郎、奥山浩司、岩野明、近藤竜一郎、山本達樹
　　　　　　長島満理子、加藤隆史、阿部一也（理事会）　　　　　　　
　　　　　　以上により、出席率は 100％になります

本  日 前回まで 累  計
ニコニコ  3,000 92,000 95,000
財 団 3,000 33,000 36,000
ポ リ オ 2,000 24,000 26,000
米 山 2,000 44,000 46,000
周 年 0 7,000 7,000

計 10,000 200,000 210,000

三浦市姉妹都市国際交流協会、ロータリーの一員として、今年姉妹都市である
ウォーナンブールへ訪問してまいりました。

ウォーナンブールはここ数年人口が増加しており、数年前までは 3万人だった
のですが、現在では 5万人と増加しています。
電車の車両や駅も小さく、現在の人口では窮屈なのではと考えてしまいました。

ウォーナンブールへ到着し、目的地までの道のりは牧草地だらけで牛が放牧さ
れている風景が 360 度見渡せます。
時速 100 キロ以上の運転であっという間に目的地まで到着しました。
朝食はエッグベネディクトを堪能しました。
ウォーナンブールの学校（エマニエルカレッジ）を訪問し、日本語授業を拝見
しました。
教室内は、折り鶴など和風な飾りつけがされており、授業も皆さん楽しく勉強
されていました。

その他、アボリジニの文化を学んだり、ウォーナンブールで初めて見たスポーツや文化などにも触れ、さらに、
野生のコアラやエミュー、ワラビーなどあちらこちらで見受けられ、自然の豊かさに驚きました。

今回、三浦市姉妹都市国際交流協会の一環としてウォーナンブールへ訪問させていただきましたが、自然豊かで、
人々も温かく、過ごしやすい街だと感じました。

皆さんも機会がありましたら、是非ウォーナンブールへ足を運んでみてはいかがでしょうか？

以上、卓話を終了させていただきます。ありがとうございました。

卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土田　成明　会員
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地区大会（第 2750 回例会）

10 月 13 日（土）　鎌倉パークホテル
10 月 14 日（日）　茅ヶ崎市民文化会館

インスピレーションになろう

国際ロータリー第 2780 地区

地　区　大　会
2018 ～ 2019 年度

ニコニコ BOX 集計報告
本  日 前回まで 累  計

ニコニコ  6,000 86,000 92,000
財 団 　　0 33,000 33,000
ポ リ オ 4,000 20,000 24,000
米 山 　　0 44,000 44,000
周 年 0 7,000 7,000

計 10,000 19,000 20                                                  0,000
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