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２０１３年４月１０日　第２０９８回例会　VOL. ４４　No. ３７

■司　　会　ＳＡＡ  内田　　敏

■開会点鐘　会　長  山崎　良三

■斉　　唱　我等の生業

　　　ＳＬ　田川　富男

■出席報告

　 

■本日の欠席者

松本

■恵送を受けた週報

横浜瀬谷ロータリークラブ

■会長報告

　本日は４月の２回目の例会を迎えますが、

新聞や報道を見ますと北朝鮮が近じかにミサ

イルを発射するのではと騒がれています。北

朝鮮の単なる脅しで終わる事で有れば良いと

思っています。又中国から黄砂と PH2.5 とい

う汚染物質が飛来するという報道もこの頃多

くて、このところの領土問題と絡めて考える

と誠に遺憾に思います。

　そんな中で台湾と日本が漁業協定を結ぶ事

になり、お互いに干渉しない漁業水域を定め

て領土問題でこれ以上悪い関係に成らない様

にと言う上手な方法を取っています。先の見

えない領土問題で少しでも明かりが差してく

れば希望が持てると思います。

　何はともあれ巷ではフレッシュな社会人や

新入学生の新しい姿があちこちで見られ春は

やっぱり良いなと思います。

○地区関係

国際ロータリー地区ガバナーより

米山奨学会の正式名称のお知らせ

正式名称：

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

■幹事報告　

１）例会臨時変更のお知らせ

○神奈川東ロータリークラブ

日時　５月 ３日㈮祝日休会　

日時　５月 17 日㈮→ 19 日㈰　移動例会

　　　春の家族会

日時　５月 31 ㈮　夜間例会

日時　６月 28 日㈮　年度末夜間例会

○横浜港北ロータリークラブ

日時　５月 ２日㈭休会

日時　５月 30 日㈭→ 29 日㈬

本日の出席率      93.10％

本日の出席数     27 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

Peace Through Service
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　　　４クラブ合同夜間例会

日時　６月 13 日㈭　移動夜間例会

　　　年度末懇親会

○横浜緑ロータリークラブ

日時　４月 24 日㈬　夜間移動例会

　　　春の家族会　点鐘　午後６時 30 分

場所　ざうお横浜綱島店

日時　５月 １日㈬休会

２）神奈川ロータリークラブ卓話のご案内

日時　４月 15 日㈪　点鐘　午後 12 時 30 分

場所　ホテルキャメロットジャパン５階ジュビリー

卓話者　

     国連 WFP 協会　石川莉紗子様

演　題　

「飢餓のない世界をめざす国連 WFP の活動につ

いて」

■ 2012 ～ 13 年度第 13 回理事会議事録

日時　４月３日午後６時 30 分

場所　クラブ事務所

出席者 ( 敬称略 )

山崎、安藤公一、後藤、福村、漆原、新川、斎藤、

倉本、 内田、 青木

欠席　　佐藤、 今野

○報告事項

１）ガールスカウトクリーン作戦

日時　４月 13 日㈯午前９時 45 分

　　　二俣川駅集合 10 時出発 (小雨決行 )

      メ―キャップ扱いとする

２）理事会変更　５月１日→８日に変更

○審議事項

１）タウンニュース掲載について　

    ズ―ラシア「サバンナ一部オープン」

    旭区のみ  21,000 円を承認

２）夢計画の中の新地区補助金について

　年に一クラブ一つ計画しか推薦出来ないと

いう規定があるので、今年度はチャリティー

コンサートを推薦する

■ 2013 ～ 14 年度第２回理事会議事録

　　　　　　　　　 次年度幹事　福村　　正

日時　４月３日午後６時 30 分

場所　クラブ事務所

出席者 ( 敬称略 )

安藤公一、青木、千葉、増田、新川、太田、田川、

漆原、 山崎、 福村、 後藤、 倉本

○報告事項

2013 ～ 14 年度会長エレクト研修セミナー報告

・次年度 RI　ロン・バートン会長

　「Engage Rotary Change Lives」

　ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を

・次年度 2590 地区

　市川緋佐麿ガバナー

　第５グループ

　小澤操ガバナー補佐 (瀬谷 RC)

・次年度主要行事

　地区大会　　　　　　　　　　　 10/18-19

　ガバナー公式訪問　　　　　　　　8/7

　ガバナー補佐来訪クラブ協議会　　7/24

　IM　　　　　　　　　　　　　　　未定

○審議事項

１）次年度クラブ組織

２）次年度休会日

　　8 /14　　10/30　　1 /1　　4 /30

３）クラブ協議会開催日

　　第 1回　4/24    

    第 2 回　6/12

　　第３回　7/24　  

    第 4 回　1/15

　　第 5回　4/9　

* 第 3 回、５回は例会時

　　その他は夜間クラブ事務所

３）移動例会

　　３クラブ合同例会

　　クリスマス家族懇親会

    最終例会
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５）祝い事記念品　　

    昨年度と同様

６）メーキャップ

　　理事役員会、

    クラブ協議会、

　　クラブ各種委員会、 

    情報集会、

　　その他 理事役員会承認行事、

　　地区各種委員会、

    IM、 地区大会

７）クラブ予算の考え方

　　引き続き検討する

８）情報集会　　

    年２回開催

９）体験例会    

    ９月、２月の年２回開催

10）次年度会長方針 (案 )

・より強いクラブに向けて目的の共有と自ら

　参加する意識

・従来の奉仕活動の再認識、継続

・発展中長期的視野に立った組織作りと意識

　付け

11）その他 (案 )

・岩沼 RC との友好関係維持、発展

・東日本大震災復興支援

・チャリティーコンサートの継続、発展

■情報集会報告　　    リーダー　漆原恵利子

出席者 (敬称略 )関口、福村、松本、北澤

１)会員増強について

２）委員会の活性化について

・退会者の再入会や子息、近親者等に候補者

　の可能性があるかもしれない

・ロータリーに入会して良かったという自ら

　の体験をもって誘う事が大切

・会員増強は毎回のテーマであるが、組織の

　維持とマンネリ化防止のためには重要な課

　題である。

・第５グループ８クラブ中、ホームページが

　ないのは当クラブのみ

　広報効果の意味からも、開設を検討すべき

　では

・情報集会で出される意見や報告が言いっ放

　しのままになっている。

　価値ある内容については理事会で引き続き

　検討し、会の運営や増強に反映させていっ

　て欲しい。

　そのために増強チームを編成しては

・会員の年齢が高くなっている。出席免除者

　も増えている。しかし活動力、行動力があ

　れば年齢はすべてではない。いずれにして

　も若い年代の入会を促したい。女性も増や

　したい。

・委員会活性化のために、委員会の開催をメー

　キャップ扱いしてはどうか

・会員増強に対する危機意識をもつことが大切

・自らがロータリーを楽しむことが、活性化

　や増強につながる。

　改めて「ロータリーを　楽しもう！」

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

山崎　良三／先日、日月と黒瀬会員の奥様の

葬儀には多くの会員の参加をいただき無事終

わりました。有り難うございました。

青木　邦弘／クラブ協議会です。よろしくお

願いします。

五十嵐　正／ロータリアン展に初めて油絵を

出展致します。期間は４月 14 日㈰～ 20 日㈯、

会場は関内駅前セルテ３階です。ご高覧いた

だけると幸いです。

吉原　則光／本日のクラブ協議会が盛会であ

りますように。楽しみにしています。

田川　富男／クラブ協議会、各委員長さん御

苦労様です。最終協議会よろしくお願い致し

ます。

兵藤　哲夫／五十嵐さん、絵画展楽しみです。

関内セルテ必ず行きます！ 4/14 ～ 4/20 迄、

皆様もどうぞ。
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■卓話　クラブ協議会

○ SAA　　　　　　　　　　　　  内田　　敏

今期の反省点

１)12/26 の例会

　ゲストに対しての対応がよくありませんで

した。席の用意をせず、昼食も食べていただ

けませんでした。

２）2/13 の例会

　SAA ３人全員欠席し、ご迷惑をおかけしま

した。委員同士の連絡不十分でこれからはこ

の様な事が無いよう連絡を取り合います。残

りあと２カ月と少しですが、ミスの無いよう

努めます。

○クラブ奉仕委員会　　　　　　佐藤　真吾 

　年度当初、クラブの財政状況が逼迫してい

るという事から、７月に３回のフォーラムが

開催され、それを受けてクラブ奉仕委員会で

は、8/8 にクラブ奉仕フォーラムを開催しま

した。

　まずは、委員会としての今年度の方針をお

話しさせていただき、クラブの現状を踏まえ

て、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。会員一人

一人が楽しみながら奉仕活動を行える「親睦

の精神」を深める事を目標としていましたが、

各委員会の活動は目標に向けて積極的に取り

組んでいただけたと思っています。

　引き続き、クラブの状況は厳しいですが、

皆で心を一つにしてクラブを盛り上げていけ

ればと思います。　　　

○出席委員会　　　　　　　　　 倉本　宏昭

　頭書目標はほぼ達成されていると思います。

出席率 ( 修正 ) は一昨年９月から本年３月ま

で連続 19 カ月 100％出席が続いています。残

り２カ月のみならずそれから先、次年度も

100％が続きますよう皆様のご努力をお願いし

ます。尚、次週出席を予定していたにもかか

わらず欠席せざるをえなくなった場合には、

必ず事務局にご連絡をお願いします。

○会報委員会　　　　　　　　　  川瀬恵津子

　会員の皆様のご協力により、会報の写真原

稿等を集めることが出来ました。ゲスト卓話

者の原稿もいただくことが出来ました。月当

番制も委員会メンバーの協力で無事に機能致

しております。いつもの事ながら五十嵐会員

のおかげで、いい会報が出来ました。　

○親睦委員会　　　　　　　　  　兵藤　哲夫

　各行事順調にこなしています。

　会員、ゲスト等の出迎え、受付の案内、席

への案内、委員の協力で順調です。ニコニコ

BOX の受付と発表、新会員の市川委員、北澤

委員の発表は新鮮です。ゲスト・ビジターへ

の歓迎の握手、皆さんの協力で順調です。

　今後、計画している行事としては新会員北

澤さんの入会歓迎会、岩沼ロータリークラブ

訪問一泊旅行です。多数の参加をお願いしま

す。

○雑誌委員会　　　　　　　　　  田川　富男

　現在各月の「ロータリーの友」を各委員が

例会時に紹介しています。紹介方法は各委員

が自発的に考えて発表しております。おかげ

で会員の方々にはロータリーの友誌を以前以

上に読んでもらえています。

　また吉原副委員長が気を持って投稿して頂



– 5 –

訪問日に計画されると良いと思います。

②アフターケアの充実と言う事でお見え頂い

たお客様にはアフターケアとして折々にクラ

ブ活動の情報やイベント参加へのお誘い等を

提供していく方法が大切だと思います。

　それには広報委員会の役割が重要になりま

す。会員増強を一委員会に任せるのではなく、

クラブ全体で増強の仕組みを育て上げる事が

肝要と考えます。

　本日はクラブ協議会ですので、会員皆様の

お意見を頂けたらと思います。　

○職業委員会　　　　　　　　　  後藤　英則

　計画では外部卓話者を多くお招きし、卓話

を予定しておりましたが、計画書の予定に空

いた日が少なく、本日までに１回のみでした。

次回は５月８日に予定しております。　

○社会奉仕委員会　　　　　　　  福村　　正

　東日本の復興支援を主軸に活動を展開した

旭ふれあい区民祭り、チャリティーコンサー

トを通じ集まった募金を岩沼ロータリークラ

ブに送金しました。

　新世代奉仕、復興支援、親睦等各委員会と

協働し奉仕活動を展開しました。今後も同様

の活動で継続していきたいです。

き、数々の掲載がありました。今季残り２ヶ

月間も宜しくお願いします。

○プログラム委員会　　　　　　  安藤　公一

　今期を振り返ると、当初のプログラムとの

差異としては、９月、２月に体験例会を実施。

　また、予備を用意したことで、横浜隼人高

校野球部監督をお呼びできました。今後も半

期に一度程度の予備日の設定は必要と思われ

ます。

　プログラムの変更としては、１月 23 日の岩

沼 RC 来訪、体験例会の設定 (2/13)、３月 13

日の GSE の卓話を設定したことであります。

　期首当初は予算逼迫の折、外部卓話を抑え

る方向で各委員にお願いしたが、皆さんのご

協力により、現在のところ予算範囲内にて推

移することが出来ています。　

○増強委員会　　　　　　　　　  五十嵐　正

　今期スタート時、体験例会が上手く行くか

心配致しましたが、幸いにも予想以上に会員、

ガバナー補佐にも支持を得る事が出来まして、

有り難うございました。次の作戦としまして、

①出来れば次年度プログラムに体験例会を組

み込み、クラブ行事として、前期、後期それ

ぞれ１回を設定し、特に前期はガバナー公式
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○広報・IT・R 情報委員会　　　　千葉　和裕

・年度当初の予算削減により、主だった活動

　はできませんでした。今後は予算が無くて

　も活動を考える必要がありますが、広報・

　IT にはいくらかの予算配分が必要なのかの

　話し合いは必要だと思います。

・R 情報では、新会員市川、北澤、松本各会員

　に新会員教育を行いました。

・米山記念館への見学においては、次年度に

　引き継ぎます。

○災害復興支援部会　　　　　　  千葉　和裕

・区民祭りに於いて米粉麺 400 食販売

・１月にチャリティーコンサートで募金活動

　の実施

・３月には IM に於いて今迄の２年間の活動報

　告を行いました

・６月 16 には岩沼 RC へ親睦旅行の計画

○新世代奉仕委員会・インターアクト委員会

　　　　　　　　　　　　　　  　漆原恵利子

　日本の将来を担う次世代の育成に寄与する

事を目的に７つの取り組みを掲げて計画を立

てました。年度当初の意気込みとは裏腹に、

なかなか積極的な取り組みに至らないままに

時間が過ぎましたが、残った時間できちんと

締めくくりたいと思います。

　今週末に予定されているガールスカウト

102 団と協働の清掃活動の支援については、

会員の協力を仰ぎ、有意義なボランティア活

動にしたいと思います。

　商大高校インターアクトクラブとの関わり

については、悩ましい部分もありましたが、

顧問に先生がかわるということを聞いており、

部員数も約 10 人の継続生徒に加え、新１年生

からも興味を持っていると思われる生徒がい

ると聞き、部員の拡大と共にこの４月の新学

年からは、さらに活発な活動を期待できるこ

とと思います。それに呼応してこちらの支援

体制もしっかりしていかなければと気を引き

締める思いです。

　また県立旭高校への出張講義については、

急遽職業奉仕に代わって出来る限りの協力を

させてもらいました。後日、学校から送付さ

れてきた生徒の感想文を読むと、決して無駄

な活動ではないと感じています。

　引き続き新世代・インターアクト委員会の

活動について、会員皆様からのご意見やご協

力を頂きたく、よろしくお願いいたします。

○国際奉仕委員会　　　　　　　  新川　　尚

　当初に計画した活動を順調にこなす事が出

来ました。

・区民まつりに地元 NPO 団体と共に参加しま

　した。

・フォーラムでは、地区国際奉仕委員化より

　野坂委員にお越し頂き、卓話を頂きました。

・新横浜 RC が提唱している ｢ 南アフリカ学習

　支援プログラム」に昨年と同額の支援をす

　ることが出来ました。

○会員選考委員会　　　　　　　  太田　勝典

　今年度は今までになく仕事をすることが出

来ました。会員の皆様のご協力に感謝します。

○ロータリー財団委員会　　　　  太田　勝典

　今年度の目標額に対して 69.6％です。まだ

の会員、まだ出来る会員、円安になっていま

すが、よろしくお願いします。　

○米山記念奨学会　　　　　　　  斉藤　善孝

　2013 年４月１日現在

・特別寄付目標 68 万円

　実績 51 万円　達成率 75％

・特別寄付に協力した会員数　22 名 (65％ )

  会員総数 34 名

■次週の卓話　　　ローターアクト卓話予定                     

　　　　　　　　　　週報担当　安藤　達雄


