「ロータリーに輝きを」 Light Up Rotary
2014-15年度 RI会長／ゲイリーC.K.ホアン

RI.D2590ガバナー／大野 清一

横浜旭RC会長／増田嘉一郎

横浜旭ロータリークラブ

２０１４年 ７月２３日

第２１６０回例会

■司
会 ＳＡＡ 齋藤 善孝
■開会点鐘 会 長 増田嘉一郎
■斉
唱 それでこそロータリー
ＳＬ 後藤 英則
■出席報告
会 員 数
本日の出席率

36 名
100％

本日の出席数

33 名

修正出席率

100％

■本日の欠席者
なし
■他クラブ出席者
北澤 ( 横浜瀬谷 RC)、関口、増田（地区）
■ビジター
杉本 賢司殿
( 第５グループガバナー補佐、新横浜 RC)
市川三喜男殿 ( 横浜瀬谷 RC)
久松 紘一殿 ( 横浜瀬谷 RC)
森本
潔殿 ( 横浜瀬谷 RC)
■会長報告
１）本日は、杉本ガバナー補佐を迎えての第
３回クラブ協議会となります。第５グループ
の名簿で、横浜旭ロータリークラブは１番目
に記載されているため、第５グループの会合
では、ガバナー補佐の隣に座ることが多く、
気さくな人柄で、最初から緊張もせず、気楽
に話をさせていただいております。いろいろ
ご指導を受けることになるとは思いますが、
当クラブの例会を楽しんでいただければと思
います。
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VOL. ４６

No. ４

２）７月 23 日は、二十四節気の 12 番目、大
暑になります。快晴が続き、気温が上がり続
ける時期になります。二十四節気とは別に雑
節という節分があり、７月 20 日からは夏の土
用（土応用事）に入っています。ヨーロッパ
では７月 23 日から８月 23 日までの期間を犬
の日と呼んでいます。おおいぬ座のα星ラリ
ウスが太陽と同じ方向に現れることから、名
付けられたとのことです。この星が現れる時
期は猛暑で、人も家畜も体力が弱まり、病気
になりやすいのは、この星のせいだという言
い伝えがあるそうです。
３）皆様もご存知のとおり、当クラブは商大
高校 IAC の提唱クラブであります。佐藤イン
ターアクト委員長に同行して、７月 11 日に商
大高校インターアクトの顧問教諭の河野先生
と会い、また、19 日には地区 IA 委員会・IA
提唱 RC・IAC 顧問教諭合同会議に出席してき
ました。商大高校では、学生のクラブ自体が
外部からの寄附を受取ることを禁止したため、
当クラブでは、数年前から IAC への活動資金
の支援を中止しております。
また、皆様に物品の提供をいただいている
バザーでは、文化祭実行委員会が発行する金
券で提供品を購入する（ほとんど学生）とい
うことで、バザーの売上げは全て実行委員会
に入り、実行委員会で収益を神奈川新聞社へ
寄附しているとのことでした。IAC の支援と
いう観点からみると、IAC のために当クラブ

がお役に立っているのか疑問になってくるの
です。IAC 提唱クラブは IAC 支援のために何
をするのか、何ができるのかということを、
学生達の意見も聞きながら、改めて考えてい
かなければならない時期に来ているのではと
いうことを感じています。ご意見をいただけ
ればと思います。
■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ
○横浜たまロータリークラブ
日時 ７月 29 日㈫夜間例会
BBQ パーティー 上杉会員宅
日時 ８月 12 日㈫定款により休会
２）神奈川ロータリークラブより
ロータリーの友編集長
二神典子氏 卓話のご案内
日時 ８月 11 日㈪点鐘 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
ビジターフィー 3,500 円
ご出席の場合は神奈川 RC 事務局まで
FAX 045-313-3652
■７クラブ合同例会のお知らせ
横浜瀬谷 RC 会長 市川三喜男
幹事 久松 紘一

日時 2015 年４月 17 日㈮
場所 新横浜国際ホテル
追伸 詳細につきましては決定次第通知申し
上げますので、宜しくお願い申し上げます。
■クラブ研修リーダー会議報告
IT・広報・R 情報委員長 関口 友宏
日時
2014 年 7 月 17 日㈭
場所
メモワールプラザソシア 21
１）情報と研修について
２）クラブ研修リーダーの重要性
３）RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）
について
４）アンケートの結果報告

要約
情報とはある事物の事情についてのお知ら
せであり、研修とは人材育成を目的とした必
要な能力・知識の習得を意味します。情報は
聞くも聞かぬも個人の自由ですが、研修は聞
く義務があります。要は研修を通じて、委員
会の成果を挙げろ、と、言っているのでしょう。
地区からは、クラブ研修リーダー任命の要
請が来ていますが、当クラブとしては、R 情
報委員会が兼務することになっています。
なお、地区 60 クラブのアンケート結果も、
兼務するクラブが多いようです。
北澤 正浩
■旭ジャズまつりについて
本日は今度の土曜日に開催されます旭ジャ
ズまつりについて、最後のお願いをさせてい
ただきます。
すでに多くの方に前売りチケットを購入頂
きました。ありがとうございます。もし当日、
チケットをお持ちでなくても私が会場におり
ますので、電話していただければ、前売り価
格でお渡しします。
当日はロータリークラブ専用のスペースを
用意致します。ロータリアン同士の親睦を深
める良い機会だと思います。多くの方のご来
場をお持ちしております。
■５分間情報
「岩沼ロータリークラブ」について
ロータリー情報委員会 関口 友宏
本年度第一回目の 5 分間情報は、当クラブ
と友好関係を結び、交流が深まりつつある岩
沼ロータリークラブについてご紹介します。
同クラブは第 2520 地区、宮城県岩沼市に所
在し、被災地の復興支援にクラブを挙げて取
り組んでいます。
岩沼市は、古来交通の要衝地として国道４
号線と６号線、JR 東北本線と常磐線の合流点
にあり、さらに近年は仙台国際空港やグリー
ンピア岩沼などが整備拡充され、緑に囲まれ
た田園都市として発展を続けています。
その昔、陸奥国府が置かれた多賀城や日本
三景の松島に通う道として、東海道が山際を
通り、多くの人がこの道を往来しました。今
に残る「武隈（たけくま）の松」（二木の松）
は、歌枕に詠み込まれるなど有名であり、承
和９年（842 年）に創建された日本三稲荷の「竹
駒神社」の存在も世に知られています。
バナーの絵は、その松と神社の大鳥居を図
案化したものです。
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メモリアルポイントとしては、2003-04 年
度に森川治三ガバナー（故人）を輩出し、地
区大会記念事業の一つとして、グリーンピア
岩沼に「平和の鐘」を設置しました。
＜クラブの現況 2014-15 年度＞
名称
岩沼ロータリークラブ
会長
小野 照代
幹事
松尾 光高
会員数
33 名（内、女性会員３名）
年齢別構成
40 代 ７名 50 代 ４名 60 代 14 名
70 代 ７名 80 代 １名（H24.7/1 現在）
平均 61.3 歳 最年少者 42 歳 最年長者 88 歳
年会費
180,000 円
入会金
30,000 円
ビジターフィー
2,000 円
例会日時
毎週火曜日 12：30 ～ 13：30
例会場
岩沼市中央 1-1-1 ホテル桃幸
TEL（0223）24-1101
FAX（0223）24-5731
事務所
岩沼市中央 1-1-1 ホテル桃幸内
TEL（0223）25-2555
FAX（0223）25-2555
E-mail:iwanumarc13627@shore.ocn.ne.jp
取引銀行 仙台銀行 岩沼支店
創 立
1967 年 9 月 16 日
RI 加盟認証
1967 年 9 月 30 日
加盟認証状伝達式
1968 年 4 月 21 日
スポンサークラブ
仙台西ロータリークラブ
特別代表
渡辺 鮮三（仙台西 R 故人）
地域限界
宮城県岩沼一円
創立会員
28 名
以上、岩沼 RC 事業計画書から引用
■ニコニコ box( 会員敬称略 )
杉本 賢司殿 ( ガバナー補佐 ) ／本日はよろ
しくお願いいたします。
森本
潔殿 ( 横浜瀬谷 RC) ／いつもお世話
になっております。今期も宜しくお願い致し
ます。又、旭ジャズフェスティバルにも参加
させていただきます。天気が良い事を祈って
います。
市川三喜男殿、久松紘一殿 ( 横浜瀬谷 RC) ／
本日はご挨拶に参りました。本年度ご指導、
ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
増田嘉一郎／①ガバナ補佐をお迎えして。ご
指導宜しくお願いします。②瀬谷 RC 森本さん、
ようこそ。近くですから度々お出かけ下さい。
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③瀬谷 RC、会長幹事、おそろいでようこそ。
１年間宜しくお願いします。
漆原恵利子／①ガバナー補佐杉本様、本日は
よろしくお願いいたします。②瀬谷 RC 会長、
市川様、幹事久松様、森本様ようこそ。
佐藤 利明／①杉本ガバナー補佐、ご苦労様
です。ご指導よろしくお願いします。②先週
は新入会員として歓迎会を開いていただき有
難うございました。
秋内
繁／①先週の歓迎会、ありがとうご
ざいました。②ガバナー補佐をお迎えして。
安藤 達雄／ガバナー補佐杉本様、本日は公
式訪問の準備でクラブ協議会にご列席頂き、
ご指導よろしくお願い致します。
吉原 則光／ガバナー補佐杉本様、ご多用の
ところ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。
矢田 昭一／暑中お見舞い申し上げます。ガ
バナー補佐をお迎えして。
内田
敏／ガバナー補佐をお迎えして！
後藤 英則／ガバナー補佐をお迎えして。
安藤 公一／杉本がバナー補佐ようこそお出
で頂きました。本日は宜しくお願いします。
青木 邦弘／杉本ガバナー補佐様、暑い中お
世話になります。
太田 勝典／久松さんようこそ。
佐藤 真吾／①杉本がバナー補佐、ようこそ
お越し下さいました。②横浜瀬谷 RC の皆様よ
うこそ。③先週 16 日に行われた歓送迎会、前
会長幹事慰労会では市川親睦委員長、ご苦労
様でした。
市川 慎二／杉本ガバナー補佐、お忙しい中
ありがとうございます。宜しくお願いします。
北澤 正浩／いよいよ今度の日曜日に朝日
ジャズまつりが開催されます。みなさまのご
来場をお待ちしております。よろしくお願い
致します。
倉本 宏昭／①ガバナー補佐杉本様ようこそ。
本日はよろしくお願いします。②お客様の皆
様ようこそ。③梅雨もあけ、暑い日々が続く
事になりそうです。皆様ご自愛の程。
田川 富男／杉本ガバナー補佐、旭 RC によう
こそ。宜しくお願いします。
今野 丁三／杉本ガバナー補佐、本日はよろ
しくお願い致します。
兵藤 哲夫／ガバナー補佐杉本さん、瀬谷 RC
市川さん、久松さん、森本さんようこそ。

■クラブ協議会
杉 本 g 補 佐 よ り、 講 評 を い
ただきました。
○クラブ奉仕委員会
千葉 和裕
当クラブの奉仕委員長は、
８つの委員会から構成され、各委員長主導の
元、その計画をサポートする立場で活動を行
います。
杉山 雅彦
○会報奉仕委員会
会員相互のコミュニケーションツールとし
て例会の再現をはかり、読みやすい会報を製
作していきます。それには皆様のご協力が不
可欠です。是非、すみやかな原稿提出をお願
いします。
後藤 英則
○会員増強・職業分類委員会
前年度６月末に体調不良で１名の退会者が
でましたが、7/1 付で他クラブからの移籍ロー
タリアンが４名入会し、実質３名の増強にな
りました。この移籍も横浜旭ロータリークラ
ブが魅力あるクラブと認識されての移籍と思
います。
地区研修会でも成田パストガバナーが力を
込めて話しておりました女性会員 10％増の目
標も４名の中に１名の女性会員が含まれ、増
強委員会としては胸を張っております。今後
も他の委員会と協力し増強に努力していく所
存です。
福村
正
○社会奉仕委員会
１）旭ふれあい区民まつり（10/19）ロータ
リーデーとしてインターアクトクラブの参加
と NGO「タイ難民救済」のバザーの協力をい
ただく。東日本大震災復興支援との協働を予
定している。鶴峰は今年からプロバスクラブ
としての参加を予定している。
２）第４回横浜旭 RC チャリティーコンサート
（1/11 日）地元のロック少年達の間では有名
とのことで、彼らの目標として継続開催して
いく。
今後としては地域に実行委員会の設立等、
当クラブの負担軽減が課題ではあるが、会員
皆様のご協力をお願いする次第です。この企
画においても復興支援との協働となる。
安藤 公一
○災害復興支援委員会
１）被災地児童への激励支援プロジェクトに
ついて R 財団地区補助金を申請し承認頂きま
したので、約 24 万円を有効に活用すべく当ク

ラブ友好クラブの岩沼 RC と連携し進めてまい
ります。
その他２) ～４) の計画についても現地状況
を的確に把握するため岩沼 RC との連携を深め
より効果的な形を模索してまいります。
佐藤 真吾
○青少年奉仕委員会
１）7/11 ㈮横浜商科大学高等学校訪問の報告
・顧問の河野先生は、今年からインターアク
トクラブ担当に積極的か消極的かと言った
ら残念ながら後者の印象
・部員数１年生と３年生は０、２年生は先生
に尋ねたら人数はわからないとの事
・当クラブの奉仕活動への参加呼びかけ
旭ふれあい区民まつり
チャリティーコンサート
・９月の青少年のための月間での例会出席の
お願い。授業が始まっているので難しいと
の事。夏休み中にできるかどうか
・文化祭バザーへの支援については、一考の
余地あり。
献品した商品はチケットで購入する。
売上げはチケットを販売した実行委員会
２）7/19 ㈯地区 IA 委員会・IAC 提唱 RC・IAC
顧問教諭合同会議の報告
・地区内 19 クラブの内、公立高校が４校
・各 ク ラ ブ で 活 動 に か な り の 温 度 差 が あ る
印象
・一番活発な印象は県立横浜国際高等学校
（昨年は部員数 82 名・RC 予算 80 万円）
青木 邦弘
○国際奉仕委員会
国内で出来る国際奉仕活動を計画していま
す。案件がありましたらぜひお願い致します。
安藤 公一
○ロータリー財団委員会
一昨年度より大幅な制度改正が行われ、地
区の裁量が大幅に認められることとなり、そ
れに対応し、当クラブも２年連続で地区補助
金を頂けることとなりました。そういう面で
は、他クラブと比較しても理解は進んでいる
ものと自覚しています。更なる理解を深め有
効に活用するべくクラブとしての勉強を進め
て行くつもりでいます。
計画に記載したポリオプラス・年次基金・
恒久基金・地区補助金による奨学生送り出し
ホストクラブを計画通り実行していきます。
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■次週の卓話 (8/6)
ガバナー公式訪問
週報担当

杉山

雅彦

