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２０１２年７月４日　第２０６２回例会　VOL. ４４　No. １

■司　　会　ＳＡＡ 　内田　　敏

■開会点鐘　会 　長   山崎　良三

■斉　　唱　奉仕の理想、君が代

　　　ＳＬ　佐藤　真吾

■出席報告

　
■本日の欠席者
漆原、斎藤、増田

■他クラブ出席者
山崎、青木 (横浜鶴峰 RC)、増田 (銀座新 RC)

■７月誕生記念祝い
倉本　宏昭会員　　　　7.24

黒瀬　一敏会員　　　　7.16

吉野　寧訓会員　　　　7.2

福村　　正会員　　　　7.15

■会長報告
〇地区関係

１）GSE 派遣メンバーのお知らせ

行き先　南アフリカ共和国ケープタウン

日　時　2013 年 4/21 ～ 5/21 の１ヶ月間

募集人員　４名 (25 ～ 40 歳 )

２）地区新世代奉仕委員会より

ローターアクト主催 2590 地区合同例会の案内

日時　７月 21 日

・合同例会

　場所　中区山手県立文学館　14 時～ 18 時

・懇親会

　場所　KKR ポートヒル横浜　19 時半～ 21 時

３）第１回インターアクト海外研修案内

日時　７月 14 日

場所　関東学院

・会議、オリエンテーション　14 時～ 18 時

４）R財団地区補助金プロジェクト及び

　補助金申請のお知らせ

期限　７月末

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○大和ロータリークラブ

日時　７月９日㈪→移動例会 (野郎会 )

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　富久水

日時　７月 16 日㈪祭日休会

日時　８月 13 日㈪取り止め例会

■ 2011 ～ 12 年度臨時理事役員会議事録
日時　６月 27 日㈬午後１時 30 分

場所　例会場

出席者 (敬称略 )

斉藤、倉本、佐藤、山崎、新川、福村、田川、

青木、安藤公一、千葉

〇審議事項

今年度決算報告について

　精算額は約プラスマイナスゼロで決算がで

きる模様。

　但し、前年度より繰越金約 70 万円を使用し

ての事なので、実質マイナス 70 万円の赤字。

従って、繰越金はゼロとなり、50 周年記念行

事に向けての積み立てもゼロとなる。

■ 2012 ～ 13 年度臨時理事役員会議事録
日時　６月 27 日㈬午後６時 30 分

場所　クラブ事務所

本日の出席率      89.66％

本日の出席数     26 名会 　 員 　 数  　34 名

修正出席率   　100％

「奉仕を通じて平和を」
2012-13年度 RI会長／田 中 作 次　　RI.D2590ガバナー／露 木 雄 二　　横浜旭RC会長／山 崎 良 三
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〇審議事項

〇審議事項

予算について　

　第２回クラブ協議会におきまして、 太田会員よ

り予算案につきまして、 この計画を推進するには

100 万円以上の赤字になってしまうので、 再度予

算案の見直しとクラブ協議会の再開催を指摘され

ました。 それを受けての開催となります。

　経費の大幅な不足の原因は、 会員減少による

年会費の減少です。

現在状況

〇収入

　会員 34 名として　　　　　　　　　　　 8,840,000 円

　ビジター　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48,000 円

　合計　　　　　　　　　　　　　　　         8,888,000 円

〇支出

　RI ・ 地区関係　　　　　　　　　　　　　1,938,940 円

　総務関係　　　　　　　　　　　　　　　　6,489,060 円

　一般経費　　　　　　　　　　　　　　　　1,340,000 円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,768,000 円

　差し引き                                     -880,000 円

特別会計より

RI 地区関係 ・ クラブ奉仕 ・ 総務関係予算に一部

振替

　各委員会予算は大幅な縮減を図る

①総務関係記念品について

　奥様誕生日の花　                             3,500 円

　皆出席 ・ 誕生日祝い各　                   1,400 円

　結婚記念は廃止

②クラブ奉仕関係

　各委員会の予算縮減

　現況におきまして今から直ぐに変更できる事案

と出来ない事案があるために、 ７－９月の収支状

況をみて、 ９月末に本年度計画の全てを見直しま

す。

　９月末までに、 各委員会にて打合せを行い、 年

度計画の提出をお願いします。

■かながわ国際ファンクラブ　　二宮　　登

　６月 29 日横浜メディアビジネスサポートセンター

で県主催の留学生、 外国人をサポートする日本

人との第１回交流会に参加してきました。

　300 人が出席、 立食パーティーは大変有意義

でありました。 これからの国際交流に参考にした

いです。

・ 黒岩県知事と交流会場で

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

山崎　良三／新年度が始まりました。一年間

皆様にはお世話になります。よろしくお願い

致します。

青木　邦弘／今年度迷幹事です。よろしくお

願いします。7/2、保土ヶ谷 CC 駐車場で、旭

区の消防団小型ポンプ操法の大会がありまし

た。同点チームが３団体でしたが、平均年齢

上位で優勝しました。

佐藤　真吾／①山崎会長、青木幹事、一年間

よろしくお願いします。②米山奨学生の申君

ようこそ。

矢田　昭一／山崎、青木丸の船出を祝して。

赤字経営は NO だよ。

新川　　尚／山崎、青木、新年度を祝して。

二宮　　登／快調、幹事、役員の皆様、新年

度もよろしくお願いします。

千葉　和裕／山崎会長、千葉幹事、大変です

よー！

関口　友宏／山崎、青木年度のスタートを祝っ

て。

安藤　達雄／新年度の船出を祝して。

辻　　　修／新年度を祝して。

田川　富男／新年度を祝して。

安藤　公一／山崎会長、青木幹事これから一

年間よろしくお願いします。

五十嵐　正／山崎、青木年度のスタートを祝っ

て。

内田　　敏／山崎、青木新年度を祝して。

斉藤　善孝／山崎、青木新年度を祝して。

太田　勝典／山崎、青木新年度を祝して。

市川　慎二／山崎会長、青木幹事、新年度宜

しくお願い致します。私は出席委員として一

年間色々学びたいと思います。倉本会員、ご

指導宜しくお願い致します。

福村　　正／新年度を祝して！

川瀬恵津子／新年度山崎会長、青木幹事よろ

しくお願い致します。

大谷　蓉子／山崎会長さん、役員の皆様これ

から一年間宜しくお願い致します。

綿貫　守一／山崎さん、青木さん、本年度は

感激の一年になると存じます。おいそがしい

事と存じますが、がんばって下さい。

今野　丁三／新年度のスタートを祝して。新

会長さん、幹事さん一年間ご苦労さまです。

吉原　則光／新年度スタート、山崎会長のも

と素晴らしい一年であります様、お祈りいた

します。ご指導、ご教示の程よろしくお願い

します。

黒瀬　一敏／①新年度を祝して。②誕生祝い

を頂きありがとうございます。

後藤　英則／新年度のスタートを祝って。

倉本　宏昭／①山崎会長、青木幹事の新年度
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スタート。一年間頑張りましょう。今年度も

出席率 100％を目指してスタート。②誕生祝

いをいただいちゃいました。年 ? そんな事は

忘れました。③申君とうこそ、元気ですか ?

吉野　寧訓／誕生祝いを頂きましたので。

■卓話
〇会長就任挨拶　　　　　　　　山崎　良三

　2012 ～ 12 年度横浜旭クラブの一年間の活

動をまとめる役目を仰せつかりました山崎で

す。よろしくお願い致します。

　このような大役を無事に勤めあげられるよ

う、会員の皆様のご協力を頂きながら一年間

船出を只今から致します。途中船酔いを起こ

すような下手なかじ取りをする時もあろうか

と思いますが、幹事の青木さんに軌道修正を

して頂きながら、無事に次の港に着くように

励みます。

　前年度は IM、地区協ホストクラブの大役を

斉藤会長、千葉幹事が見事にまとめられまし

た。又、関口会員、今野会員、五十嵐会員等

が見事なリーダーシップを発揮されて、無事

大会が終わりました。その上、東日本大震災

復興プロジェクトの活動が加わり、密度の高

い活動の一年でした。改めて、労いの言葉を

申し上げます。

　今年度はこの数年会員減少傾向にあって、

クラブの財政が以前とは違ってまいりました。

いずれにしろ皆様の協力がなければ、航海で

きませんのでよろしくお願い致します。

　５月には矢田会員の紹介で市川慎二さんが

入会され、平均年齢も下がりましたので、こ

のような明るいニュースが続くことを楽しみ

に、会員の皆様共々健康に気をつけて、一年

間の船出をしたいと思います。

〇幹事挨拶　　　　　　　　　　青木　邦弘

　今年度幹事を仰せつかりました。

　旭ロータリークラブの諸先輩が築かれまし

た伝統を踏襲して、会長の指示のもと、無難

に幹事をつとめていきたいと思います。一年

間よろしくお願いします。と挨拶とさせてい

ただく予定でしたが、私にとりましては、台

風と雷と震度７の地震が一度に来たような事

態となりました。無事につとめさせていただ

きたいのですが、この事態を会長とともに乗

り越えていかなければなりません。会員の皆

様には無理難題をお願いしなければならなく

なるかも知れません。

　この一年どうなるか不安だらけではござい

ますが、皆様のご支援よろしくお願いします。

〇クラブ奉仕委員会　　　　　　佐藤　真吾

〇職業奉仕委員会　　　　　　　後藤　英則

本年度の職業奉仕委員会の最優先目標は、一

般企業・公共企業にとらわれず、職業人とし

て活躍する方々を職業奉仕月間等に係わりな

く、例会にお招きして仕事内容等をお話して

頂く予定です。(４名を予定しております )

〇社会奉仕委員会　　　　　　　福村　　正

活動計画概要

今年度予算ゼロとの方針を受け、前回提出し

た活動計画を以下の通りに改めます。

１）今期わずかでも予算がついた場合、、まず

は旭区民まつりの参画を最優先とする。参画

するとしても鶴峰ロータリークラブと相談の

上、内容を検討する。

２）チャリティーコンサートについて

　地域の青少年の支援活動として開催するが、

運営費についてはロータリークラブのみなら

ず、地域から広く支援していただくよう努め

る。

* 当初開催を 12/9 としましたが、学校の定期

試験に重なるために、平成 25 年１月中に移動

予定です。

３）メダカの配布については、旭ロータリー

クラブの予算内での活動は今期見合わせます。

〇国際奉仕委員会　　　　　　　新川　　尚

〇ロータリー財団委員会　　　　辻　　　修

今期の計画

　クラブ R 財団委員会は従来、寄付金集めの

為の委員会となりがちであり、実際にそのよ

うに思われているのでこれを反省し財団の意

義に理解を得た上で募金に賛同して頂くよう

に努力する。寄付金の額より賛同者の理解得

ることに重きを置く。

　私達ロータリーの会員はクラブの会員であ

ると同時に国際ロータリー（RI）の一員であ

ります。本来ならばクラブでの奉仕活動以外


