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２０１２年１１月２１日　第２０８１回例会　VOL. ４４　No. ２０

ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

■司　　会　ＳＡＡ　田川　富男

■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
内田

■他クラブ出席者
増田 (銀座新 RC)、新川、山崎 (地区 )

■ゲスト
露木　雄二殿 (第 2590 地区ガバナー )

田中　正平殿 (地区第５Gガバナー補佐 )

市村　茂夫殿 (第 2590 地区幹事 )

■皆出席者表彰

千葉　和裕会員　　　　　　　４年

佐藤　真吾会員　　　　　　  10 年

漆原恵利子会員　　　　　　　１年

矢田　昭一会員　　　　　　　26 年

福村　　正会員　　　　　　　１年

小嶋　宏樹会員　　　　　　　１年

■新会員紹介功労賞

福村会員、関口会員、吉野会員

■会長報告
　本日はガバナー公式訪問日ということで露

木ガバナー、田中正平ガバナー補佐、地区幹

事市村さんを御迎えしております。先程事前

打ち合わせにて、わがクラブの会員増強活動

について、説明したところ、大変喜んで頂き

ました。そこで増強活動に努力された、関口

さん、吉野さん、福村さんにお礼のバッチを

ガバナーからさし上げたいとの事です。

本日の出席率      90.67％

本日の出席数    29 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

Peace Through Service
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○地区関係

１）第 1回 IM 実行委員会開催

地区第４、第５IM 実行委員会より

出席者１名にて可。

日時　11 月 27 日㈫午後３時～４時版

場所　新横浜グレースホテル

２）御苦労さま会の案内

地区大会実行委員会より

日時　12 月 10 日㈪午後６時～８時

場所　新横浜国際ホテル南館

会費　2,000 円

■幹事報告
例会臨時変更のお知らせ

○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　12 月 14 日㈮→８日㈯

　　　点鐘　午後６時 30 分

　　クリスマス家族夜間例会に振替

場所　横浜ベイシェラトン

日時　12 月 28 日㈮休会 (定款による )

日時　１月４日㈮休会

日時　２月１日㈮→１月 30 日㈬

　　　８クラブ合同例会に振替

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　新横浜国際ホテル南館

○横浜たまロータリークラブ

日時　11 月 20 日㈫露木ガバナー公式訪問

場所　アートフォーラムあざみ野

日時　12 月 18 日㈫→ 19 日㈬

　　　クリスマス移動例会

場所　新横浜グレースホテル

日時　12 月 25 日㈫休会 (定款による )

日時　１月１日㈫休会

日時　１月８日㈫新年会　通常例会

場所　例会場

日時　1月 30 日㈬８クラブ合同例会

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　新横浜国際ホテル

○大和ロータリークラブ

日時　12 月 10 日㈪→９日㈰

　　　３クラブ合同例会

日時　12 月 17 日㈪→ 16 日㈰

　　　クリスマス例会

日時　12 月 24 日㈪休会

日時　12 月 31 日㈪休会　

　
■親睦委員会　　　　　　　　　兵藤　哲夫

1) クリスマス例会

日時　12 月 15 日㈯　点鐘　午後６時半

場所　キャメロットジャパン

２）８クラブ合同例会

日時　１月 30 日㈬　点鐘　午後６時半

場所　新横浜国際ホテル　　　

会員、家族、友人等大勢の参加お願いします。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

露木　雄二殿 (2590 地区ガバナー ) ／本日は

公式訪問の為に参りました。一年間宜しくお

願い申し上げます。また、地区大会では大変

お世話になりました。おかげ様で無事終了致

すことができました。

田中　正平殿 ( 第５グループガバナー補佐 )

／お世話になります。ガバナーをお連れ致し

ました。よろしくお願いします。

市村　茂夫殿 ( 地区幹事 ) ／露木ガバナー公

式訪問に同行致しました。地区大会お疲れ様

でした。コ・ホストとして御協力有難う御座

いました。多くの地区イベントへの参加御協

力有難うございます。五十嵐さんには、感謝

です。山崎会長、青木幹事、本年度残り宜し

くお願いします。

山崎　良三／露木ガバナー、田中ガバナー補

佐、市村地区幹事、今日は寒い中、忙しい中

においで下さり誠に有難うございます。激務

の中お体大切にして下さい。

青木　邦弘／露木ガバナーありがとうござい

ます。私ごとですが、今日から浪人です。65

歳になりました。

矢田　昭一／①露木ガバナーをお迎えして。

ご苦労様です。② 26 年の皆出席賞をいただき

感謝。

五十嵐　正／露木ガバナー、田中ガバナー補

佐をお迎えして。

千葉　和裕／露木ガバナーをお迎えして。

市川　慎二／露木ガバナー様、田中ガバナー

補佐様、本日はお忙しい中ご訪問ありがとう

ございます。宜しくお願い致します。

田川　富男／露木ガバナー、田中ガバナー補

佐、旭ロータリーへようこそ。宜しくお願い

致します。

二宮　　登／ガバナーをお迎えして。

関口　友宏／露木ガバナー、田中ガバナー補
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佐、市村地区幹事ようこそ。連日、ご苦労さ

まです。

岡田　清七／露木ガバナー、田中ガバナー補

佐をお迎えして。

倉本　宏昭／露木ガバナー、田中ガバナー補

佐、市村地区幹事お待ちしておりました。本

日はよろしくお願いいたします。

安藤　公一／露木ガバナー、田中ガバナー補

佐、市村地区幹事ようこそ。本日はよろしく

お願い致します。

後藤　英則／露木ガバナーようこそ。

太田　勝典／露木ガバナーをお迎えして。

新川　　尚／ガバナーをお迎えして。

安藤　達雄／露木ガバナー、田中ガバナー補

佐、市村幹事さん、本日は公式訪問ありがと

うございます。先日の地区大会 120 点満点で

した。本当にごくろうさまでした。

内田　　敏／ガバナーをお迎えして。

吉原　則光／露木ガバナーの公式訪問、ご多

用のところ有り難うございます。ご指導、ご

教示の程よろしくお願いします。

綿貫　守一／露木ガバナーをお迎えして。

小嶋　宏樹／①露木ガバナー、田中ガバナー

補佐ようこそおいで下さいました。市村地区

幹事地区大会ご苦労様でした。ありがとうご

ざいました。②皆出席をいただきました。ま

だ１年ですが、続けられる様頑張ります。

漆原恵利子／皆出席１年、ありがとうござい

ます。

今野　丁三／露木ガバナーをお迎えして。

佐藤　真吾／①露木ガバナー、田中ガバナー

補佐、市村地区幹事、本日はようこそお越し

下さいました。②皆出席祝い有難うございま

した。ようやく 10 年になりました。

福村　　正／①ガバナー、ガバナー補佐をお

むかえして。②千葉さん、先週は幹事代行い

ただきありがとうございました。

兵藤　哲夫／①露木さん、田中さん、市村さ

んごくろうさまです。本日はよろしくお願い

します。②クリスマス例会には、ご家族、友

人、お誘い合わせの上、多数の参加を望みます。

12 月 15 日㈯６時 30 分点鐘です！

千葉　和裕／露木ガバナー、田中ガバナー補

佐、市村地区幹事ようこそ。②皆出席を頂き

まして。

■原稿や写真が掲載されるちょっとしたコツ
　　　　　ロータリーの友編集長　二神 典子

○生き生きとした写真が決め手

理想的な写真とは

１）活動の様子がよくわかること

　どのような活動をしたのかが、一目でよく

わかることがポイントです。記事を読む前に、

写真の方が早く目に付きますので。

２）参加者がわかること

　ロータリアンと参加者の双方が一緒に何か

をしている写真がよいです。

３）集合写真 (記念写真 )でないこと

　面白くない写真の代表がただ何人かの人が

並んで立っているだけのものです。理想的な

写真は、活動の企画を立てる段階で、その写

真を誰が撮るのかを決め、写真を担当する人

はその活動の流れをあらかじめ把握して、一

枚の写真で表現するにはどのシーンの写真を

撮るのが一番いいかということを、事前に考

えておく。

○活動の内容を重視した記事を書く

理想的な原稿は

１）言いたいことを簡潔に

　一番伝えたい事を一つに絞って、残りの行

数は、それを補足することを書く。

２）読者が知りたいと思うことに気を配る

　大勢の人に何かを伝える原稿を書くには、

自分が言いたい事を書くのではなく、相手が

知りたいと思う事、知って役に立つのは何な

のかを考えて、原稿に取り掛かる。

３）皆様のクラブを知らない読者のために

　ロータリーの友に関しては日本全国、様々

な地域に住む方々が読む雑誌です。行ったこ

ともない、地名すら知らない所にあるクラブ

の記事が紙面に登場することになります。そ

れらの人たちに自分のクラブの活動を伝える

には何が必要かを考えながら原稿を書く。

○旬を大切に

　料理は、食材が新鮮なうちにいただくのが

一番おいしいと同じで、雑誌の記事も新鮮な

苞が魅力的です。
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■卓話ガバナー公式訪問
　　　　　　　　　　　　　　　露木　雄二

　皆様、こんにちは。

　私は、本年度ガバナーを務めさせていただ

きます横浜瀬谷ロータリークラブの露木雄二

と申します。微力ではありますが、この一年間、

一生懸命務めさせていただきます。

　さて、今年度、皆様ご承知のように、日本

から３人目の RI 会長が誕生致しました。田中

作次 RI 会長の今年度のテーマは、『奉仕を通

じて平和を』です。

　そしてスピーチの中で、『クラブを強くし

よう』と訴えております。我々日本のロータ

リアンにとりまして、これは願ってもない活

力を生み出すチャンスです。この機会を捉え、

会員減少に歯止めのかからない現状を打破し

ようと思っております。この一年は非常に大

切な一年です。年度内に、何としても活力再

生の道筋を作らなければなりません。

　その為には、クラブを強くする必要があり

ます。今年度の地区方針は、クラブを強くす

るための行動を示しました。『ロータリーを知

ろう』、『活動に積極的に参加しよう』、『新会

員を大切にしよう』等はどれも、クラブを強

くするための手段です。どうか、クラブ一丸

となってクラブ強化に取り組み、少しでも早

く会員増強の体制を創って欲しいと思ってお

ります。

　それには、この一年を今までで最高の年度

にしていただきたいと思っております。これ

が、当地区にとりまして今、最も必要な行動

であると思っております。私は、諮問委員会、

ガバナー補佐会議、地区委員長会議、PETS、

地区協議会、各種委員会セミナーを通じて、

クラブ活性化の手応えを感じております。

　この手ごたえを現実に実りあるものにする

ためには、皆様の強力な支援が必要です。皆

様の更なるご支援、ご協力をお願い致します。

　これから、寒さが増してまいりますが、皆

様におかれましては健康に留意され、ご活躍

されることをお祈り申し上げます。

■次週の卓話　　
　 ・年次総会
　・一般卓話　　千葉会員　　　　　　　　

　　　　　　　　　　週報担当　安藤　達雄


