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２０１２年７月１８日　第２０６４回例会　VOL. ４４　No. ３

■司　　会　ＳＡＡ 　内田　　敏

■開会点鐘　会 　長   山崎　良三

■斉　　唱　手に手つないで

　　　ＳＬ　太田　勝典

■出席報告

　
■本日の欠席者
五十嵐、斎藤、黒瀬

■他クラブ出席者
山崎、青木 ( 横浜瀬谷 RC)、新川 ( 新横浜 RC)

増田 (東京新橋 RC)、福村 (横浜保土ヶ谷 RC)

■恵送を受けた週報
横浜瀬谷 RC

■皆出席者表彰
五十嵐　正会員　

　　　　　　19 年

新川　　尚会員　

　　   　　 ９年

■会長報告
　2012 旭区民スポー

ツ祭協賛金の依頼

　協賛依頼額　１万円 （旭区地域振興課より）

○地区関係

１）第９回インターアクトクラブ交流会開催

　　サマーミーティングへのご案内

日時　８月７日㈫

場所　総持寺・横浜市鶴見区鶴見 2-1-1

申込　７月 30 日㈪までに

　　　益田 IA 委員長　090-3204-1845

２）米山記念奨学会より

　2012 年度上半期普通寄付金のお願い

       2,500 円× 34 人＝ 85,000 円

■幹事報告
１）例会変更のお知らせ

○神奈川ロータリークラブ

日時　７月 16 日㈪定款により休会

日時　８月 13 日㈪定款により休会

日時　８月 27 日㈪夜間例会　

○神奈川東ロータリークラブ

日時　８月 17 日㈮定款により休会

日時　８月 31 日㈮夜間例会

○横浜港北ロータリークラブ

日時　８月２日㈭夜間例会

日時　８月 16 日㈭休会

○横浜東ロータリークラブ

日時　７月 27 日㈮夜間移動例会

　　　引続き、懇親ビアパーティー

場所　レストラン「ビアポート」

■新世代委員会　　　　　　　　漆原恵利子

　７月３日、 新川副委員長と商大高校へ行ってき

ました。 新世代奉仕委員会として、 商大高校イン

ターアクトクラブの活動支援を担当するにあたり、

顧問の先生とお会いしておく必要があると考え、

又、 インターアクトクラブについて学校とロータリー

クラブとの温度差のようなものがあるのかどうかを

確かめたかったということも理由にありました。

　当日は、 顧問の草柳先生だけでなく、 部員の

生徒たちも集まってくれて、 ちょっとした意見交換

本日の出席率     83.87％

本日の出席数     26 名会 　 員 　 数  　34 名

修正出席率   　100％
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の場が持てました。

　新川さんからは、 ロータリーとは、 インターアクト

クラブとは、 奉仕とはといった意義深い内容に触

れ、 隣人愛、 家族愛、 親睦が世界平和への第

一歩ではないかと話し合ってきました。

　生徒たちの印象はとても素直で積極性もあると

感じました。 夏休み中の８月 22 日の例会には、

生徒にきてもらい、 活動報告をしてくれるよう顧問

の草柳先生にメール致しましたが、 まだ確約のお

返事はいただいておりません。 追って再度の連

絡をしてみます。

　学校との温度差については、 少なくとも顧問の

草柳先生からは感じなかったと思います。 先生か

ら、 会って話が出来て良かった、 又このようにク

ラブメンバーとの交流の機会が持てた事によって、

教師から話を聞くのと違った形で生徒に聞き入ら

れることも多いのではないかと言われました。

　尚、 今年度の海外研修には不参加との回答を

いただいています。 報告は以上です。

■雑誌委員会     　　　　　　　　田川　富男

　今期、雑誌委員長をさせて頂きます、田川

富男でございます。一年間よろしくお願い致

します。

　それでは、７月号の紹介をさせて下さい。

表表紙ですが、元来は全く違う写真を採用さ

れている事が多く、今回の表紙は同じ写真を

使用している。それは今年度、日本から 30 年

ぶりで３人目の RI 会長に埼玉八潮 RC の田中

作次さんが就任されました。云うまでもあり

ませんが、田中 RI 会長に期待しているのが、

横組みの前半に会長紹介として掲載されてお

ります。

　今年度の RI テーマは「奉仕を通じて平和を」

です。横組みの 28 ページに「ガバナーの横顔」

で 2590 地区の露木雄二ガバナーの紹介があり

ます。

　縦組みの 13 ページ歌壇に辻修会員の歌が詠

まれております。 全国のロータリアンからの投稿

は沢山寄せられと考えますが、 その中で選考され

る事は羨ましく、 名誉なことと思います。

■月例・｢友｣ の紹介日に当って
　　　　　雑誌委員長のご指名により　　辻　　　修

　今月、 ｢ ロータリーの友 ｣ の歌壇にまた拙歌を

一首を載せて頂きました。

　投稿を始めてからこれまで約十首ほどになりま

すがそのすべてが佐々木幸綱先生の撰であった

ところ、 今回初めて馬場明子先生に拾って頂き

喜んでおります。

　　　　愛 ( いとお ) しや　孫への手紙　

　　　　宛名など　漢字に書きて　「様」、 送るとき　

　歌意につきましては、 私は旅行をするといつも

旅先から孫に絵ハガキを出します。 生まれたばか

りの孫でも成長してから見て欲しいと願って出す

のですが配達上宛て先だけは漢字にします。

　したがって生まれたばかりの赤ん坊でも宛名の

あとに ｢ 様 ｣ を送ることになりその時のこみあげて

くる気持ちを詠んだものです。

　さて、 田川委員長により今期の雑誌委員会が発

足しましたが ｢ 友 ｣ は読むばかりでなく参加して

ほしい、 と云われる委員長のご意見に大賛成で

あります。

　参考までに申しますと、 前期の ｢ 友 ｣ では私の

記事が４回投稿した中から３回　採用されました。

　始めに五十嵐さんからのご指名で　　       

１） 「私がロータリーに入会したころ」　

　　　特集　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 採用 )

　前々期の広報委員長として投稿したもの　     

２） クロめだかの頒布会　

　　　ロータリーアットワーク　　　　　　　　( 採用 )

３） GSE 学生の日本茶会

　　－ロータリーアットワーク　　 　　　　（不採用）

　前期、 広報へのお手伝いとして投稿したもの　

４） チャリティショウ　　

　　東北支援特集　　　　　　　　　　　　　　（採用）

　今期も委員長からご指名があったときは是非皆

さんで挑戦してみてください。

ポイントは　　　

１） 投稿を前提にして取材すること

２） 躍動的な写真、 迷ったら　３～４枚を添付して

　　選んでもらう

３） 文体は ｢ 友 ｣ の似た内容の記事を読んで参

　　考にする

　　などです。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐藤　真吾／会長フォーラム、お役目大変で

すがよろしくお願いします。

新川　　尚／誕生祝いをいただいて。

兵藤　哲夫／旭ジャズまつり 7/29 ㈰、高梨

さん、北沢さん中心でがんばっています。皆

で参加しましょう。私の連絡先は 090-3514-

1519 です！会場前で呼んで下さい。

辻　　　修／「ロータリーの友」の短歌で日

頃冷たい馬場あき子先生にやっと振り向いて

頂いたので。但し、今回限りです！
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田川　富男／「ロータリーの友」を読む前に

参加しましょう。雑誌委員長。

市川　慎二／梅雨もあけ、夏本番ですね。体

長をくずさないように気をつけて、がんばり

ましょう。

吉原　則光／炎暑下の例会。赤字克服にがん

ばりましょう。今日もよろしく。

吉 野　 寧 訓／先週をもって後期の出席率

98.81％が確定致しました。長いこと御協力を

感謝いたします。

■卓話　会長フォーラム
会 長 方 針　　　　　　
　　　　　山崎　良三

　前年度、IM、地区協

等の大きな仕事が有り

ました。今年度はそう

いう仕事がないので、

会の運営は楽ではない

かと考えておりました

が、蓋を開けてみますと年度初めから財務問

題が顕在化し、例年通りの活動をしてこのま

まの体制で予算を組むと約 100 万～ 120 万円

の赤字になることが判明しました。

　前年度の実績として例会費が約 40 万円、社

会奉仕費が約 40 万円、事務所費が約 25 万円、

広報費約17万円、通信費約5万円各々予算オー

バーしています。少しですが職業奉仕、新世

代奉仕、国際奉仕は合算で約 28 万円予算以下

で終わっています。差引 99 万円赤字となりま

す。

　前期繰越金 16,491 円と合わせますと今期は

約 150 万円程度不足です。これが現状です。

　これから会の運営方針という話ですが、ク

ラブ活動を今年度どうするかとうと財源がな

いので方法を変えていかねばなりません。

　そこでアンケートを行い会員の意見をまと

め先に進めていきたいと思います。アンケー

トに関しましては少し露骨な表現をした事お

詫び致します。

１）会費の値上げについて

　アンケートでは賛成、反対が半分ずつにわ

かれました。執行部としての意見は値上げし

ません。ただ現況を考えて、米山の２万円、

財団の１万円の寄付については会費に含めて

処理したいのですが、いかがでしょうか。実

質的な値上げにはなりませんが、運営上は少

し助かるとおもいます。

２）例会場の変更について

　今まで通りこの場所でいきたいと思います。

３）食事の変更について

　改善したいとおもい、ボリュームの事、出前、

手弁当、等々変えていきたいとおもいますが、

いかがでしょうか。

４）事務所の変更について

　今までとおり (反対 59％ )

５）IT 化について

　賛成票 50％の結果に基づいて、変える方針

を保ちながら進めたいと思います。

６）合併問題について

　多数の賛成票がありましたので、地域全体

で助け合うコンセプトからも検討する事を提

案。鶴峰クラブの考えを確認したうえで、お

互いに小委員会を設け検討。

７）駐車券の発行

　中止にする

８）ニコニコボックスの全員参加制について

　反対票 50％あり、見送ります。個人の自

由意思を尊重する見地からも取りやめ。但し

財源としての重要性を認識し、以前も一人

25,000 円のボーダーラインを考えた事もある

ので、忘れないで頂きたいとおもいます。

　以上８項目について執行部の案を出しまし

た。一週間かけて会員の皆様にも考えていた

だき最終的な方向性を示したいと思います。

　そして、具体的には奉仕活動委員会の予算

を削る方法をとりたいと思います。予算がな

ければ活動は出来ないという意見が当然予想

されますが、昨年は活動がオーバーワーク気

味でしたので、単年度休んでも特別支障はな

いと思います。お金がなくても出来る活動を

みつけたいと思います。

　たとえば、チャリティーコンサートについ

てはクラブから昨年同様に特別寄付を出し合

う事を考え、鶴峰クラブからも寄付を募り、

宣伝活動の中で収入源を模索する事も可能か

と思います。

　又総務関係費の見直しを致します。記念品

費はだいぶ減額になります。事務の簡略化も

考え、経費節減していきたいと考えています。

　予算費の件に関しましては青木幹事から解

りやすく話をしていただきます。

　　　　　　　　　　週報担当　川瀬恵津子

　■次週の卓話　　　　
　　会員増強拡大月間　　       五十嵐会員
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平 成 2 4 年 ６ 月 度 出 席 率 一 覧 表
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ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

％

％ ％

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均13日

93.55

100

20日

31
31

100

青　木　邦　弘

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

千　葉　和　裕

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　　正

川　瀬　恵津子

小　嶋　宏　樹

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

黒　瀬　一　敏

町　居　信　哉

増　田　嘉一郎

二　宮　　　登

新　川　　　尚

岡　田　清　七

太　田　勝　典

大　谷　蓉　子

斎　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

関　口　友　宏

田　川　富　男

高　梨　昌　芳

辻　　　　　修

内　田　　　敏

漆　原　恵利子

綿　貫　守　一

矢　田　昭　一

山　崎　良　三

吉　原　則　光

吉　野　寧　訓

－出席規定免除－

29
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％
10029

29

６日

％
89.6629
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100 0 100
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60 40 100
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100   0 100

100 50 150

100 0 100
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100 0 100

   100 0   100

100 0 100

100 0 100

100    0 100

80 20 100

100 0 100

20 80 100

100 0 100

75 25 100

100 0 100

－出席規定免除－

100 0 100

－出席規定免除－

27日

90

10030
30

30
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％

％
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100 0 100

100 0 100
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