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２０１２年１１月７日　第２０７９回例会　VOL. ４４　No. １８

■司　　会　ＳＡＡ　内田　　敏

■開会点鐘　会   長  山崎　良三

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

　　　ＳＬ　太田　勝典

■出席報告

　
■本日の欠席者
佐藤、小嶋

■他クラブ出席者
新川 (川崎 RC、横浜瀬谷 RC、横浜本牧 RC、新横浜 RC)、

松本 (横浜戸塚 RC)、吉原、五十嵐 (地区 )

■ビジター
秋内　　繁殿（福岡南 RC）

太田　幸治殿（横浜鶴峰 RC）

■ゲスト
田中　正平殿（第５Gガバナー補佐、横浜田園 RC）

小嶋　　優殿（横浜田園 RC、会長エレクト）

申　　錫澈君（米山奨学生）

■ 11 月誕生記念祝

安藤　公一会員　　　　11.4

青木　邦弘会員　　　　11.21

■会長報告
　先週は GSE 南アフリカ来日チームが来られ

ました。二宮さん、新川さん御世話頂き有難

う御座いました。今年度地区大会もいよいよ

明後日に開催されます。ホストクラブ共々大

変忙しい中、ガバナー補佐の田中正平様には

本日クラブ協議会においでいただき誠に有難

う御座います。よろしくご指導の程お願いい

たします。

　次に明るい話です。先だって体験例会に参

加して頂いた前会員北沢さんの息子さんから

関口さん、吉野さんのおかげをもちまして入

会の申し込みを頂きました。さっそく理事会

に諮って審議したいとおもいます。

○地区関係

１）地区大会登壇の依頼

日時　11 月 10 日　15：15 まで集合

場所　大会会場 B1F ホワイエ　

○クラブ関係

１）公益財団法人ボーイスカウト連盟から、

この度は青少年育成の為のボーイスカウト運

動支援の趣旨にご賛同いただき心よりお礼を

申し上げます。ここに領収証を送りましたの

でご査収下さいとの知らせです。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○新横浜南陵ロータリークラブ

本日の出席率    93.33％

本日の出席数    28 名会 　 員 　 数  　35 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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日時　11 月２日㈮ GSE 歓迎夜間例会

場所　新横浜国際ホテル

日時　11 月９日㈮→９、10 日地区大会

日時　11 月 23 日㈮祝日休会

日時　12 月７日㈮→３日㈪に変更

　　　クリスマス会

場所　新横浜国際ホテル

○横浜田園ロータリークラブ

日時　11 月 27 日㈫ 点鐘 午後６時 30 分

場所　米宗

日時　12 月 18 日㈫ 点鐘 午後６時

　　　創立 35 周年記念クリスマス例会　

場所　青葉台フォーラム

日時　12 月 25 日㈫休会

日時　１月１日㈫休会

日時　１月８日㈫新年例会

日時　１月 30 日㈬８クラブ合同例会

場所　新横浜国際ホテル　

■国際交流　　　　　　　　　　二宮　　登

南アフリカから来日した GSE の方々とお茶会

　10 月 31 日 GSE の皆様に、日本の伝統文化

に触れてもらおうと茶会を開いた。出席され

た５人に、先生からお茶の作法について説明

をうけ、足のしびれを耐えながら、日本の伝

統文化を楽しんだようです。

　又、11 月３日には、タンザニア連合共和国

サロメ・T・シジャオナ駐日大使が、我が家を

訪問され、ブルーベリー畑や野菜畑を視察さ

れました。　　　　　　　　　　　

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

田中　正平殿 ( 第５G ガバナー補佐 ) ／お世

話になります。よろしくお願いします。

小嶋　　優殿 ( 横浜田園 RC) ／横浜旭ロータ

リークラブの皆様こんにちは。本日は宜しく

お願いします。

山崎　良三／第５グループガバナー補佐田中

正平様と横浜田園 RC の小嶋優様、横浜鶴峰

RC の太田幸治様、遠く福岡南 RC の秋内繁様、

本日はようこそいらっしゃいました。米山奨

学生の申さん今日もごくろうさまです。

青木　邦弘／①田中ガバナー補佐ようこそお

いでいただきました。②漆原さん、商大バザー

ご苦労様でした。ハロウィンの時は会員皆さ

んに見せたい姿でした。

関口　友宏／田中ガバナー補佐、小嶋エレク

ト、本日は宜しくお願い致します。( １年前

を思い出します )

内田　　敏／田中ガバナー補佐、小嶋エレク

トをお迎えして。御指導の程よろしくお願い

致します。

新川　　尚／田中ガバナー補佐、本日はよろ

しくお願いします。

岡田　清七／ガバナー補佐をお迎えして。

吉原　則光／①ガバナー補佐田中様、ご来会

有り難うございます。ご指導の程よろしくお

願い致します。②過日の雑誌委員長会議では

大変お世話になりました。非常に勉強になっ

た会合でした。

辻　　　修／ガバナー補佐の田中さん、ご苦

労様です。ようこそ当クラブにお出で下さい

まして、ありがとうございます。

市川　慎二／田中ガバナー補佐、小嶋様、よ

うこそお越し下さいました。本日宜しくお願

い致します。

二宮　　登／田中ガバナー補佐、小嶋様をお

迎えして。

今野　丁三／田中ガバナー補佐をお迎えして。

綿貫　守一／ガバナー補佐には、日頃お忙し

いなか、特別なお時間をいただいて誠に有り

難う御座居ます。

安藤　公一／①田中ガバナー補佐ようこそ。

②誕生祝いを頂き、ありがとうございます。

後藤　英則／田中ガバナー補佐、小嶋エレク

トをお迎えして。

田川　富男／田中ガバナー補佐、旭クラブに

ようこそ。

安藤　達雄／ガバナー補佐の田中さん、本日

はごくろうさまです。

倉本　宏昭／田中 G 補佐ようこそ。本日はよ

ろしくお願いします。

■クラブ協議会
★会長（山崎）現在のクラブの財政状況が非

常に切迫しているという事から、年度当初の



– 3 –

７月に３回のフォーラムが開催されました。

その一番の原因が会員の減少であることは云

うまでもありません。会員の退会防止・増強

に努める事が急務ですが。まずは、クラブラ

イフが楽しいものでなければ、会員の退会に

歯止めをかける事も、新会員を積極的に自信

を持って勧誘する事もできません。会員一人

一人がクラブライフを楽しみ、また奉仕活動

も楽しみながら行える事がとても重要である

と考えます。

★ SAA（内田）SAA 担当として今期で２回目

になります。例会がスムーズにいくよう努力

していますが、さらに努力したいと思います。

◆ガバナー補佐／会場監督者としての権限を

生かして尽力してください。。

★クラブ奉仕委員会（佐藤）８月８日にクラ

ブ奉仕フォーラムを開催し委員会としての今

年度の方針をお話させていただき、出席・会

報・親睦・プログラムそして広報・IT・R 情

報委員会の各委員長より今年度の活動計画を

発表していただきました。財政状況が厳しい

ことから、クラブの運営や各委員会の活動を

根本的に見直していかなければならないと思

います。各委員会では、年間を通してその活

動のあり方について、議論を重ねていただき

たいと思います。私は、旭ロータリークラブ

の会員は、ロータリーに高い「誇り」と深い

「愛情」を持っている人であると信じています。

このような厳しい時だからこそ皆で協力し合

い、知恵を出し合ってこの局面を乗り切って

いきたいと思います。

◆ガバナー補佐／クラブ内の流れを良くする

事がクラブ奉仕委員会の役割です。がんばっ

て下さい。

★出席委員会（倉本）現状 12 名の出席免除会

員がいます。今の処 13 カ月 100％を続けてお

り、年間 100％を目指していきます。 

◆ガバナー補佐／メイクアップの励行などで、

ぜひ 100％を達成してください。

★会報委員会（川瀬）不慣れでございますが、

五十嵐会員のおかげで順調に進んでおります。

◆ガバナー補佐／お金がかかる分野ですが、

会報はクラブの歴史です。大切にして下さい。

★親睦委員会（後藤） 友情の発展を目的に親

睦活動を進めます、多くを計画していますが、

先日川崎競馬のトィンクルレースを貴賓席で

観戦しました。とても楽しい親睦でした。

◆ガバナー補佐／とても多くの計画、素晴ら

しいと思います。特に競馬はオシャレですね。 

★雑誌委員会（田川）ロータリーの友誌を読

む事は、クラブが井の中の蛙にならない為に

も、他クラブの活動や行動を知る事で、今後

のクラブ活動や運営を計る時にも、友誌が参

考になり、より良い計画が作れると思います。

また、クラブ外の一般の方がロータリークラ

ブがどの様な活動をしているのかの質問が出

た時にもロータリーの友が役に立っている、

それはある意味で広報、増強活動とかんがえ

ます。雑誌ではありませんがガバナー月信も

見て下さい。2590地区の活動が確認出来ます。

◆ガバナー補佐／友を公共の場所、待合室な

どに置くと広報にもなるのでお勧めしたい。

★会員増強委員会（五十嵐）先ず８月の増強

委員会卓話において、〝体験例会〟のご提案を

しました。これはロータリーの友の記事から、

富山県高岡万葉 RC の体験例会の記事をヒント

に、言葉だけでは説明のしようのないクラブ

の雰囲気を事前に体験していただくというも

のです。皆様にのご協力のお蔭で、当日はお

客様として、11 名のご出席を得ることができ

大変盛り上がった例会となりました。その後

の会員へのアンケートからも好評価をいただ

きました。お客様には新たな入会候補者はも

ちろんのこと、その他に元会員や、元会員の

お嬢様など多彩な方々がお見えになり、懐か

しい方にお会いできてうれしいといった、増

強とは別の広がりを予感させるさせる結果と

なりました。現状は確定・ほぼ確定とあわせ

て２名の入会が決まりました。また、現在交

渉中が２名おります。今後の活動予定は、後

期にあと 1 回行いたいと考えております。ま

た、今回のお客様全員からのアンケート結果

から了承を得ておりますが、今後のクラブ行
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事への参加のお誘いなどを行い、旭クラブの

外部協力者として大切に育成し、毎年体験例

会を継続することで、外部支援者の広がりの

輪が構築でき、その広がりを通して新会員の

発掘につながることを期待しております。

◆ガバナー補佐／とても素晴らしい企画です。

会長さん幹事さんが委員に入るなど意欲がう

かがえます。どんどん増強してください。他

クラブにも宣伝します。

★選挙委員会（太田）五十嵐増強委員長の新

企画、体験例会の成果により、選挙委員会の

仕事が増えて喜んでおります。これからも忙

しい委員会にして下さい。

◆ガバナー補佐／この委員会が忙しい事はと

ても良い事です。

★プログラム委員会（安藤）当初のプログラ

ムからの変更点① 9/26 体験例会を開催。年明

けに再度開催予定② 1/30 第５グループ８クラ

ブ合同例会の追加。７月～ 10 月の４ヶ月で細

かな変更はありましたが、ほぼ予定通りに進

んでいます。

◆ガバナー補佐／他クラブにも卓話の素敵な

人がいます、活用を検討して下さい 。１月の

８クラブ合同例会はあざみクラブが幹事役で

す、みなさんご参加を。   

★広報・IT・R 情報（千葉）週報のデータ化、

HP の開設は断念しました。米山記念館を訪問

予定です。 

◆ガバナー補佐／ロータリーを知る事は退会

防止と増強につながります、ロータリー検定

を活用してください。

★職業奉仕（後藤）一般企業の形を例会にお

招きして話を聞く、ミャンマーで小学校を創

設した人や、大手企業の役員を考えている。 

◆ガバナー補佐／他の職業について知ること

も大切ですが、自分の職業を知って貰う事も

職業奉仕活動のひとつです。

★社会奉仕（福村）区民祭り、メダカ育成、チャ

リティコンサートなど息の長い支援活動を続

けています。コンサートは発表機会の提供な

ど教育にも役立っています。    

◆ガバナー補佐／地域とつながりを持つ事は、

ロータリーの広報、会員の親睦、増強に有効

な事です。大切に推進してください。

★災害復興委員会（千葉）16 名の会員で活動

中です。被災地の食品の販売などを手伝いな

がら復興支援を続けています 。   

◆ガバナー補佐／会長幹事会で発表してもら

いました。第５グループ内の各クラブにも宣

伝して 下さい。販売が少しでも増えると思い

ます。 

★新世代・インターアクト委員会（漆原）

日本の将来を担う次世代への支援はとても重

要で意義あることです。活動は７つの項目を

挙げ、既に行った活動としては、横浜商大高

校の文化祭で、インターアクトクラブが行う

バザーのための献品をクラブ会員から募り、

学校へ届けました。バザーの売り上げや文化

祭の様子などの報告を依頼していますが、顧

問の先生を通じてのインターアクトクラブと

の距離感に、実のところ、困難さを感じてい

ます。今後は、社会奉仕委員会のチャリティ

コンサート、復興支援部会の被災地の子ども

への支援活動に協働すること、例年ガールス

カウト 102 団と一緒に行っている二俣川駅か

ら大池公園までの清掃活動等を予定していま

す。

◆ガバナー補佐／インターアクトは顧問教師

の意欲に左右される所があります、インター

アクトの例会に会員が必ず出席する事も良い

と考えます。

★国際奉仕（新川）ロータリーの地区委員会

や財団を通じてのプログラムに協力します。

区民祭りでは、タイの難民孤児支援活動の

NGO とも協力を進めております。   

◆ガバナー補佐／国際奉仕はクラブによって

温度差があります、進める際は先方を充分に

理解することが必要と思います。   

★Ｒ財団（辻）今月 R 財団月間なので寄付お

願いします、活動内容を理解してもらうため

財団関係者に卓話の依頼しますが、自分も話

します。     

◆ガバナー補佐／大きく組織の見直しが行わ

れます。11 月 19 日の説明会に出席してくだ

さい。また、クラブの色々な活動に補助金の

利用を検討してください。   

★米山記念奨学委員会（齋藤）歴史ある奨学

事業ですが少々縮小傾向です。寄付をお願い

します 。    

■次週の卓話　　
　     　　　ガバナー公式訪問
　　　　　　　　　　週報担当　安藤　達雄


