
２０１４年４月９日　第２１４６回例会　VOL. ４５　No. ３８

■司　　会　副 SAA　市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　我等の生業　　　
　　　ＳＬ　佐藤　真吾

■出席報告

　 
■本日の欠席者
後藤、鈴木、増田

■他クラブ出席者
青木（地区）、松本（横浜鶴峰 RC、瀬谷 RC）

安藤公一、新川、二宮麻理子（横浜瀬谷 RC）

佐藤（横浜鶴峰 RC）

■会長報告
　ソメイヨシノが満開を迎え、これから枝垂

れや八重が盛りを迎える頃となりました。先

日の日曜日は季節が逆戻りしたかのような冷

たい風と雨に見舞われました。皆様御身体に

お気をつけ頂きこれからの季節を元気にお過

ごし頂きたいと思います。桜が散りだすと新

入生の季節ですね。この月曜日は新しい制服

と久しぶりのダークスーツを身にまとったそ

れらしき親子連れを数多く見受けました。

　高校野球春の選抜は、京都の平安が大阪の

履正社をしのぎ見事に初優勝をかざりました。

また大リーグではニューヨークヤンキースの

本日の出席率　89.29％

本日の出席数    25 名会  員  数 　 　  33 名

修正出席率   　100％
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田中投手が立ち上がりは今一つでしたが、中

盤から立て直し見事初勝利。一昨日は出遅れ

ていたダルビッシュも見事な投球をしていま

した。田中投手の調子が戻ってきた頃にコス

タリカで行われていた女子サッカー U17 の

ワールドカップでリトルなでしこが見事に世

界一を成し遂げました。日本の女性は強い。

大したものです。

　また、マイナーな話で恐縮ながら、実は高

校ラグビーの春の選抜大会も開催されており、

神奈川桐蔭学園は決勝で東福岡に大差で敗れ

てしまいました。冬の花園で準優勝したチー

ムから 19 名が抜けたのにも関わらず決勝まで

駒を進められたことは評価に値すると思いま

す。

　10 代後半の若者達がスポーツで躍動してい

る中、69 年前の昭和 20 年 4 月には多くの 20

歳前後の若者が特攻で命を散らしたとのテレ

ビ報道がありました。戦艦大和の沖縄特攻・

沈没も 4 月 7 日でした。中でも 4 月 6 日には

341 機もの特攻隊が知覧を飛び立ったそうで

す。多くの尊い犠牲の下に今の平和な生活が

成り立っていることを痛感した次第です。

今日は、クラブ協議会を開催致します。各委

員長の皆様、今期はまだ 2 ヶ月半残って降り

ますが、今年度の総括を宜しくお願い致しま

す。
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○地区関係

１）恒例の地区協議会が 4 月 13 日㈰東京都市

大学横浜キャンパスで開催されます。次年度

の各委員会の委員長の方はご予定ください。

２）本日、4/9 地区の拡大増強委員会セミナー

が開催されます。内田さん宜しくお願い致し

ます。

○クラブ関係

１）4/4 ㈮に横浜瀬谷 RC の例会に伺い、交換

留学生ホストファミリーをお受け頂いたお礼

に行ってまいりました。

２）4 月 12 日㈯にガールスカウト 102 団との

共同清掃活動が計画されています。9:45 二俣

川南口集合です。皆さん奮ってご参加くださ

い。メークアップ対象活動です。

３）4/3 は茅ヶ崎のスリーハンドレッドクラ

ブにおいて AKS 会のゴルフコンペを瀬谷 RC の

幹事で開催致しました。参加された皆様、雨

の中をお疲れ様でした。

４）4/30 の例会は予ねてからの計画通り、休

会となります。ただし、次年度クラブ協議会

が同日午後 1:30 より事務所で開催される予定

です。次年度の理事 ･ 役員の方々ご予定くだ

さい。

５）旭区の浜区長の任期が延長され、残留と

のお話を耳にしました。当クラブの奉仕活動

にも好意的な区長の残留は喜ばしいことです。

■幹事報告
１）例会臨時変更のおしらせ

○横浜港北ロータリークラブ

日時　５月１日㈭休会場所　大倉陶園

日時　５月 22 日㈭→ 21 日㈬　点鐘 18 時

　　　４クラブ合同夜間例会

　　　(横浜日吉、都筑、北 RC)

場所　新横浜国際ホテル

日時　５月 29 日㈭通常例会　点鐘 12 時 30 分

日時　６月 12 日㈭～ 13 日㈮夜間移動例会

　　　年度末懇親会

場所　湯河原　つばき

２）例会場　準備担当 ( 会員敬称略 )

A 班
安藤　公一、青木、千葉、福村

b 班
後藤、市川、五十嵐、北澤

C 班

増田、松本、新川、二宮麻理子

D 班
斎藤、佐藤、関口、杉山

E 班
鈴木、田川、内田、漆原

■青少年奉仕委員会　　　　　　青木　邦弘

日時　４月５日 14 時～ 16 時

場所　ブリーズベイホテル

　地区交換留学生のオリエンテーションに参

加してきました。3/30 ～ 4/1 京都、広島旅行

の発表がありました。今後のナムフォンの予

定ですが、7/29に帰国するとのことです。ズー

ラシア、八景島シーパラダイスに行きたいと

のことです。

■国際文化委員会　　　　　　　　二宮　登

日時　４月６日㈰

場所　オーストラリア大使館

　トニー・アボット首相、アンドリュー・ロ

ブ貿易相、米倉弘昌経団連会長と、市民レベ

ルでの文化交流について懇談しました。

　　上：トニー・アボット首相と
　　  下：米倉弘昌経団連会長と

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

安藤　公一／①本日は、本年度第５回最後の

クラブ協議会です。宜しくお願い致します。

② 4/7 全国高校ラグビー選抜大会において桐



　寄席　希望が丘駅「大番」

② 4/3 ㈭第 54 回 AKS 会　

　スリーハンドレッドクラブ

③ 6/1 ㈰～ 2㈪米山梅吉記念館訪問旅行

　鶴峰 RC と岩沼 RC との共催

　年間を通じて、概ね予定していた企画は皆

様のご協力により無事開催することができま

した。最後に今年度のメインイベントとして

米山梅吉記念館訪問旅行があります。鶴峰 RC

岩沼 RC との共催で、鶴峰 RC の最後の交流企

画となします。多くの会員に参加していただ

き、楽しい旅行にしたいとおもっています。

○雑誌委員会　　　　　　　　　 安藤　達雄

　当初の計画書通り、黒瀬会員を除き順番に

毎月の「ロータリーの友」の紹介をしてきま

した。

○会員増強員会　　　　　　　　 内田　　敏

　第１回体験例会　ｈ 25 年 9 月 18 日開催

　　参加者　７名

　第２回体験例会　ｈ 26 年 2 月 12 日開催

　　参加者　３名

　まだ入会者はありません。会期残り少なく

なりました。会員の皆様には是非ご協力お願

いします。

※先日の im で、成功例として、増強委員会の

委員長は入会３年未満、委員は１年未満と決

めてるクラブが紹介されました。今後検討し

てみてはいかがでしょうか。

○プログラム委員会　　　　　　 増田嘉一郎

１）今年度 9か月を経て、例会では無事フォー

ラム、卓話等のプログラムが実施できました。

卓話予定者が差し替えとなったり、会長フォー

ラムの開催が必要になったりとで、急遽プロ

グラムの変更が余儀なくなったこともありま

した。会員皆様のご協力を感謝します。

２）当初計画では、外部卓話者が公務員に片

寄っているのではというご意見をいただきま

したが、会員担当卓話で外部の民間の方を依

頼される会員もあり、結果的にはバランスが

とれているのではと思っています。

３）残すところ 3 か月ありますが、若干不安

材料を残しており、今後も突然プログラムの

変更ということもありうるのではと思ってい

ます。最後まで会員皆様のご支援とご協力を

お願いする次第であります。
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蔭学園が準優勝しました。

福村　　正／本日はクラブ協議会です。各委

員長の方々には報告を宜しくお願いいたしま

す。

北澤　正浩／妻の誕生日にお花をいただきま

してありがとうございます。妻の大変喜んで

おります。

岡田　清七／クラブ協議会、担当の委員長さ

んご苦労さまでした。

二宮　　登／ 4/6 ㈰オーストラリア大使館で、

トニー・アボット首相、アンドリュー・ロブ

貿易相、米倉弘昌経団連会長と、市民レベル

の文化交流について懇談して来ました。

田川　富男／クラブ協議会、各委員長さん、

宜しくお願い致します。

吉原　則光／大変暖かくなって来ました。本

日の第５回クラブ協議会が盛会でありますよ

うに。

佐藤　真吾／①本日のクラブ協議会がみのり

ありますように。② 4/3 の AKS 会に参加され

た皆様、お疲れ様でした。

■卓話　第５回クラブ協議会　　

○ SAA　　　　　　　　　　　　 市川　慎二

 SAA としては例会中の会員の皆様のご協力も

あり、秩序正しく運営できたと感じました。

一つ問題は、急遽、例会前の設営や片付けが

増え、今後どうしていくかということです。

○クラブ奉仕委員会　　　　　 　新川　　尚

　皆様のご理解ご協力の下、これまでのとこ

ろ順調に推移しています。

　残存期間もクラブの奉仕活動が円滑に行わ

れるように努力していきたいと考えています。

○出席委員会　                 齋藤  善孝

　皆さんのご協力により現在まで出席率 100%

を継続しています。今年度も残り約 2 か月半

この状態で継続したいと思いますので、引き

続きご協力をお願いします。

○会報委員会　　　　　　　　　 吉原　則光

　例会の記録、卓話者の原稿、月々の会報担

当等、引き続き円滑に運営されて、特に問題

はありません。会員皆さんのご協力に厚く感

謝いたします。

○親睦委員会　　　　　　　　　 佐藤　真吾

下半期活動報告と予定

① 3/9 ㈰この指とまれ企画 NO.4



– 4 –

○広報 R 情報委員会　　　　　 　五十嵐　正

１）広報 iT 部門として

念願のクラブ HP を昨年 7 月に開設、毎週の週

報のメンテナンスを進めています。

２）情報部門として

毎月「心に残るロータリー活動」をテーマに

パスト会長にお願いして順調に推移しており

ます。それぞれの方の体験からロータリーへ

の想いが皆様に伝わっていると思います。

　また、新会員への講習を 3/1 に鈴木、二宮

麻理子両会員におこないました。私自身もま

だ自信を持って教えることが出来ませんので、

逆にお二人からこれまでのロータリーについ

ての感想や意見を伺いました。

　先ず、クラブの会費は高いかと尋ねた処、

妥当ではないかとの事でした。魅力あるプロ

グラムは提供されているかと尋ねた処、運営

費等と考慮するとまあ仕方のない処ではない

かとの事でした。今後も知恵を絞って、魅力

あるプログラムの提供を努力すべきと思いま

した。計画の最後としまして、昨年度の持ち

越し企画の米山記念館訪問ですが、6/1 によ

ていしています。委員会報告でもご案内のよ

うに岩沼、鶴峰両クラブに参加を呼びかけ、

只今調整中です。

○職業奉仕委員会　             漆原恵利子

　計画書に挙げた 5 つの項目のうち、旭高校

「職業人講話」は、会員および会員事業所の従

業者の協力を得て、おかげさまで無事に実施

できました。すでにその報告等は済んでおり

ますが、この場にて、改めて感謝いたします。

年度当初、委員会を招集したいと考えており

ましたが、月日だけが経ってしまい、未だ委

員会の開催には至っておらず、反省する次第

です。委員会活動の基礎として、委員会の開

催は重要と考えますので、残された期間内に

実行出来るよう努力したいと思います。

よろしくお願いいたします。

○社会奉仕委員会　　　　　　　 千葉　和裕

１）第３回横浜旭 RC チャリティーコンサート

　1/12 開催

２）旭ふれあい区民まつり

　10/20 開催

３）災害復興支援委員会とのサポートについて

・12 中旬に岩沼 RC の夜間例会に参加。

　翌日市内の保育園にてクリスマスプレゼン

　トの配布参加

・旭ふれあい区民まつりにて、被災地グッズ

　の販売、お手伝い

４）計画外の活動

　5/3、横浜パレードに甲冑姿で有志 12 名

　参加予定

○東日本大震災復興支援委員会　 関口　友宏

　本年度より、社会奉仕委員会の下部組織と

して活動することになり、下記事業を行いま

した。事業を通じて、岩沼 RC との相互理解と

友好関係が、促進されたと思います。

事業内容

１）震災孤児の激励支援

　12/11 ㈬、安藤会長・新川副会長・千葉社

会奉仕委員長と岩沼ＲＣを訪問、10 万円を寄

付。同日、岩沼市立東保育所に同行、園児に

クリスマスプレゼントを配布。当園は被災し

た家庭の子供が多いとの事。

２）旭ふれあい区民まつりでの被災地グッズ

の販売。10/20 ㈰、豪雨のため途中で中止と

なりましたが、会員の協力で全品完売。なお、

今後の区民まつりへの参加と被災地グッズの

販売方法については、再検討の必要があると

思います。

３）第３回チャリティーロックコンサートで

の募金活動。募金総額　124,790 円。

○新世代奉仕・インターアクト委員会
　　　　　　　　　　　　　　　 青木　邦弘

１）インターアクトの各行事、青少年交換オ

リエンテーションへの呼びかけ、参加につい

ては、出来る限り参加しました。

２）インターアクトクラブへの支援協力につ

きましては、担当の田端先生の協力により、

同クラブの例会、木曜日12時50分からに参加、

活動計画、支援について共有出来ました。

①バザーへの協力②チャリコンでの募金活動

課題はバザーは現金以外の協力に限るべきで

す。(現金は学校へ納付するため )

３）ガールスカウト 102 団とのゴミ拾い協力

も多数の参加者とともに実施できました。交

換留学生のナムフォンもガールスカウト活動

に参加することが出来ました。

４）新世代のための卓話につきましては、ボー

イスカウトの役員にお願いし実施出来ました。
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５）その他としまして、交換留学生ナムフォ

ンにつきましては、大変でした。今後交換留

学生対策委員会を立ち上げ、対応すべきと思

います。ホストファミリーは本当にご苦労さ

までした。又、個々にご協力いただいた皆さん、

有難うございました。感謝、感謝です。

○国際奉仕委員会　　　　　　　 田川　富男

１）地区から依頼にて、フィリピンにて発生

した大型台風 30 号の災害支援の特別寄付のお

願い、送金。

２）新横浜 RC の南アフリカ学習支援プロジェ

クトに参加、会員の皆様に協賛金の寄付をお

願い、送金。

３）再度、フィリピンのセブ島における学校、

校舎がスーパー台風により被害を受け、その

修繕のため支援寄付を依頼、送金。

　昨年ソシア 21 において、地区国際奉仕委員

長会議に出席して、各クラブのプロジェクト

について発表がありました。多くのクラブが

独自の奉仕計画を実行しており、当クラブと

同じく国内の災害支援を中心としたプロジェ

クトもあり、独自の国際奉仕活動がなくても

クラブの方向性は正しいと考えます。

○ロータリー財団委員会　　　　新川　　尚

１）地区補助金の完了報告を２月に行いました。

２）恒久基金は目標を達成しました。

３）年次基金は未だ目標を達成していません。

引続き働きかけをしていきます。

４）ポリオ特別寄付は地区目標を未だ達成し

ていません。引続き働きかけをしていきます。

副会計　　今野丁三

２０１３～２０１４年

年度の３／４が経過して順調に推移しています。

次の通り、３月末日現在の主な項目についての試算表を報告します。

一般会計

収入の部

前期繰越金 1,148,861

年　会　費 8,710,000 ※未収　130,000あり

その他の収入 163,359

計 10,022,220

支出の部

Ｒ・Ｉ地区分担金等 2,017,739

例　会　費 2,028,635

事務委託費 747,000

事務所費 911,611

その他の総務費 1,264,147

会報委員会費 820,050

その他クラブ奉仕費 388,414

計 8,177,596

差引金額 1,844,624

特別会計

収入の部

スマイル 1,222,000

支出の部

社会奉仕委員会 62,656

青年奉仕委員会 135,210

その他寄附等 30,225

計 228,091

差引金額 993,909

差引金額合計 2,838,533

※年度末に若干の記念費代が出ますが、４月～６月分の支出は平均的な支出の

予定であり、期末残高は前期繰越金程度残る予定です。

ニコニコＢＯＸについては、今後もよろしくお願いします。

会　　計　　報　　告

■次週の卓話  　
　「二俣川駅南口再開発について」
　周治　諭様（担当係長）
　松本　　様（横浜市道路局建設課）
　阪口　陽一様
　　（㈱相鉄アーバングリエイツ開発事業部二俣川開発推進担当）
　古川なおき様（市会議員）
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出席者

日時 平成26年4月2日（水）　 安藤公一 青木邦弘 斉藤善孝 増田嘉一郎 新川　尚

18時30分～ 後藤英則 田川富男 漆原恵利子 佐藤真吾 福村　正

欠席者

場所 クラブ事務所 千葉和裕 太田勝典 倉本宏昭

【報告事項】

地区： 4/9　15:00～ 会員増強委員会 フジビューホテル 内田、安藤

4/13　11:30～ 地区協議会 東京都市大学横浜 次期委員長、会長、幹事

ｸﾗﾌﾞ： 5/7(水)18:30～ 第13回理事・役員会 旭RC事務所

4/12(土)09:45～ ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ共同清掃活動 二俣川南口集合 クラブ帽子着用

交換留学生： 4/4 真木宅へ引越し

4/5　留学生オリエンテーション

3月収支 本会計 昨年同月対比（詳細別紙） ②交換留学生会計

収入 10,022,220 98,013 収入 1,842,038

支出 8,177,596 282,156 支出 1,154,366

収支合計 1,844,624 -184,143 収支合計 687,672

特別会計 ③新地区補助金

収入 1,222,000 -74,977 収入 658,080

支出 228,091 -116,658 支出 658,080

収支合計 993,909 41,681 収支合計 0

①合算（留学生勘定は除く） 昨年対比 総合①＋②＋③

収入 11,244,220 23,036 収入 13,744,338

支出 8,405,687 165,498 支出 10,218,133

収支合計 2,838,533 -142,462 収支合計 3,526,205

今後昨年通りの入出金があった場合、期末段階で139万円の繰越金が見込まれる。

【審議事項】

1 例会準備当番制定の件 福村幹事が班分けの案を作成。次回例会で張り出し。

2 食事依頼業者値上げ要求の件　 6月末まで現行の業者を採用。価格は会長が交渉予定

3 活動報告書と計画書合体の件 活動の継続性の意味も含め前向きに検討する

4 その他

【確認事項】

1 4月30日(水)の例会は当初計画通り休会

2 4月12日(土)のガールスカウトとの共同清掃活動はメークアップ対象。

以上
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事務所PC買い替え。⇒XPのサービス終了と動作に時間がかかるた
め、買い替えを承認。新川氏に5万円の予算で依頼。


