「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 ８月６日 第２１６２回例会 VOL. ４６
ガ バ ナ ー 公 式 訪 問
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会 員 数
本日の出席率

ＳＡＡ 齋藤 善孝
会 長 増田嘉一郎
君が代、奉仕の理想
田川 富男
36 名
100％

本日の出席数

32 名

修正出席率

100％

No. ６

内田
敏会員
8.9
矢田 昭一会員
8.13
■会長報告
１）本日は大野清一ガバナーの公式訪問にな
ります。タイミングよく、先週配られたタウ
ンニュースの人物風土記でガバナーを取り上
げていましたのを、皆さんもご覧になったこ
とと思います。やはり、新年度スタートから
４名の会員が入会されているだけに、私とし
ては、楽な気持ちでガバナーをお迎えできま
した。ガバナーにおかれては、ロータリー活
動への意欲に溢れた当クラブ会員の熱い情熱
を、肌で感じとっていただければと思います。
２）８月に入りました。８月は別名葉月とい
います。陰暦の８月は、新暦では９月上旬か
ら 10 月上旬にあたるため、８月は葉の落ちる
月で葉月となったという見解が有力です。明
日８月７日は、二十四節気の 13 番目立秋です。
暦の上では、この日が暑さの頂点となり、翌
日から徐々に暑さが緩み、秋の気配が現れて
くるそうです。しかし、未だ猛暑が続く勢い
です。当クラブの次週例会はお盆のお休みと
なりますので、ゆっくりと静養し、鋭気を養っ
ていただければと思います。
３）ロータリーの８月は会員増強月間です。
杉本ガバナー補佐からは、９月の第５グルー
プ会長・幹事会は、「会員増強」をテーマに、

■本日の欠席者
なし
■他クラブ出席者
増田 ( 地区 )
■ビジター
大野 清一殿 ( ガバナー )
杉本 賢司殿 ( 第 5G ガバナー補佐 )
河
泳達殿 ( 横浜東 RC)
■恵送を受けた週報
横浜瀬谷 RC
■８月誕生記念祝

–1–

会員増強の必要性、方法、問題点について、
クラブ内で意見を募り、各クラブ３分程度に
まとめて話すようにとの案内が届いています。
当クラブで２年前から行ってきた体験例会は、
当初は 10 名を超える人が集まり入会者も出ま
したが、昨年は皆さん参加者を集めるのに四
苦八苦であったため、今年度は下期２月に１
回としました。今年度は皆さんの協力があっ
て４名の新会員を迎えられましたが、会員増
強は常に考えていかなければならないテーマ
です。何か新たなアイディア、あるいはご意
見を聞かせていただければと思います。
４）本日は第１水曜日ですので、午後８時か
ら二俣川駅北口の「ゆうや」で有志の懇談会
があります。先月は、旭区内においてもシャッ
ターが降りつつある商店街を再興するために
どうしたらいいか、白熱した議論が展開され
ました。お時間のある方は、是非お立ち寄り
下さい。
■幹事報告
１）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 ８月 15 日㈮定款により休会
日時 ８月 29 日㈮夜間移動例会
点鐘 午後６時 30 分
場所 万葉の湯 町田
○新横浜ロータリークラブ
日時 ８月 14 日㈮休会
８月 22 日㈮夜間例会
ポップ＆クラッシックの夕べ
RAC 合同例会
日時 ９月 19 日㈮→ 18 日㈭移動例会
懇親ゴルフと夜間例会
田川 富男
■職業奉仕委員会
委員会よりお願いがあります。ご存じとは
思いますが、恒例の旭高校での講話者を募集
しております。
予定では 10 月９日午後２時より、時間的に
は２時間 30 分ほどを考えております。旭ロー
タリークラブからは５～７人程度の参加を依
頼されております。前回の方を含めて今月中
に決定したいとかんがえておりますので、宜
しくお願い致します。
青木 邦弘
■国際奉仕委員会
７月 30 日旭高校に交換留学生のお礼に伺い
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ました。学校としても刺激があったとのこと
でした。
■ニコニコ box( 会員敬称略 )
大野清一殿 ( ガバナー）／本日は公式訪問に
参りました。どうぞよろしくお願い致します。
杉本憲司殿 ( ガバナー補佐・新横浜 RC）／本
日はガバナー公式訪問に同行させていただき
ました。宜しくお願いいたします。
河 泳達殿 ( 横浜東 RC）／本日は大野ガバナー
の同伴で出席させていただきました。河泳達
です。暑い中よろしくお願い致します。
増田嘉一郎／ガバナー、ガバナー補佐をお迎
えして。本日はよろしくお願いします。
漆原恵利子／①ガバナー大野様、ガバナー補
佐杉本様、本日はお暑い中お越し頂きまして
ありがとうございます。よろしくお願いいた
します。②又、先週の欠席がお弁当の数に影
響をおよぼしたことと思います。自戒の念も
こめてニコニコに入れます。
吉原 則光／ガバナーの大野様、猛暑のとこ
ろご参会いただき有り難うございます。ご指
導ご教示の程よろしくお願い致します。
二宮
登／大野ガバナーをお迎えして。
安藤 公一／大野ガバナー、杉本ガバナー補
佐をお迎えして。
五十嵐 正／大野ガバナー、杉本ガバナー補
佐、本日はよろしくお願いします。この度は
地区大会の芸術祭につき、特別のご配慮頂き
有難うございました。
二宮麻理子／ガバナー大野様、ガバナー補佐
杉本様、本日ご指導よろしくお願い致します。
安藤 達雄／大野ガバナー、杉本ガバナー補
佐、お暑い中ご苦労様です。本日はご指導よ
ろしくお願い致します。
田川 富男／大野ガバナー、杉本ガバナー補
佐ようこそ。宜しくお願い致します。
鈴木 茂之／本日は大野ガバナー、杉本ガバ
ナー補佐ようこそいらっしゃいました。本日
は宜しくお願い致します。
市川 慎二／大野ガバナー、杉本ガバナー補
佐ようこそいらっしゃいました。宜しくお願
い致します。
内田
敏／①大野ガバナーをお迎えして。
②誕生祝いありがとうございます。
杉山 雅彦／大野ガバナー、お暑い中ようこ

そお越し下さいました。毎日、猛暑日が続き
ます。水分補給で頑張りましょう。
桜田 裕子／大野ガバナー、杉本ガバナー補
佐、本日はご指導よろしくお願い致します。
関口 友宏／大野ガバナー、杉本ガバナー補
佐、お暑い中ようこそお出かけ下さいました。
後藤 英則／大野ガバナー、杉本ガバナー補
佐、ようこそ。
太田幸治・佐藤利明／大野ガバナー、杉本ガ
バナー補佐、本日は暑い中ご苦労様です。ご
指導よろしくお願い致します。
倉本 宏昭／ガバナー公式訪問日。本日はよ
ろしくご指導ください。お客様各位、ようこ
そおいで下さいました。
矢田 昭一／①ガバナーお迎えして。②二宮
さん、仏前に有難うございました。感謝。
今野 丁三／大野ガバナーをお迎えして。
佐藤 真吾／大野ガバナー、杉本ガバナー補
佐、横浜東ロータリークラブ河様、本日はよ
うこそお越し下さいました。
■ガバナー公式訪問

2014-15年度 国際ロータリー第2590地区
公式訪問

国際ロータリー第 2590 地区として減少から増
強に、チームワークで反転攻勢をしましょう。
２）ロータリーの公共イメージの向上、ライ
トアップロータリーへ、一人一人の奉仕活動
2014-15年度 ＲＩ会長テーマ
の参加、一人から世界 120 万人の奉仕で、ロー
タリーに輝きを与えましょう。そして、ロー
タリーの認知度を高めましょう。
３）ロータリーデーの開催により、ロータリー
の活動を地域社会に知って貰う奉仕活動に、
ローターアクター・インターアクターに参加
して貰い、若い人に将来入会するよう働きか
ける。
RYLA（ライラ）参加者と共に育成していく。
４）地区主催のクラブ研修リーダー会議を開
催し、各クラブにおける新会員へのロータリー
研修の推進を図る。
５）ロータリー財団活動へのご理解とご寄付
のお願い。
年次基金寄付 一人当たり US120 ドル以上
恒久基金寄付 ベネファクター各クラブ２名
国際ロータリー会長黄其光（ゲイリー C. K. ホァン）夫妻と共に
ポリオへの寄付 今年度 一人 5,000 円
国際ロータリー会長 黄其光（ゲイリー 㻯㻚㻌㻷㻚㻌ホァン）
（３年間で 30 万 US ドル）
○ 2014-15 年度 RI 会長テーマ
国際ロータリー第㻞㻡㻥㻜地区 大野清一ガバナー ６）ロータリー米山記念奨学事業へのご理解
「ロータリーに輝きを」
と寄付のお願い
ただ座って暗闇を呪うよりも、
普通寄付 一人当たり
5,000 円
ロウソクを灯したほうがいい
特別寄付 一人当たり 20,000 円
１）会員増強
合計 一人当たり 25,000 円以上
２）ロータリーファミリー、ロータリーデー
７）会長賞への参加、会員増強、
の開催
出席率の向上
３）率先して寄付を
８）東日本大震災への復興支援
４）ポリオ撲滅

「ロータリーに輝きを」

第 2590 地区 地区方針
ガバナー 大野 清一
一人一人が輝き、共に奉仕活動をしょう。
世界を明るくして、ロータリーを楽しもう。
１）会員増強・退会防止により一致結束し、

会員増

○ 2014-15 年度
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■次週の卓話
8/27
青少年フォーラム
週報担当

杉山

雅彦

２０１４～２０１５年度 第４回 理事・役員会議事録
日時 平成２６年８月６日

出席者
増田嘉一郎 新川尚 安藤公一 田川富男
青木邦弘 佐藤真吾 福村正 後藤英則
漆原恵利子 内田敏 齋藤善孝

場所 クラブ例会場

欠席者
千葉和裕 青木邦弘
【報告事項】
１．地区
クラブ青少年奉仕委員長会議
8/4
8/19 クラブ米山記念奨学委員長会議
8/22 クラブ・クラブ奉仕委員長会議
第５グループ会長・幹事会
9/4
２．クラブ
ガバナー公式訪問
8/6
理事・役員会
9/3
３．７月収支
①本会計
収入
支出
収支合計

予算
10,474,995
10,477,078
△2,083

７月
4,664,995
1,900,420
2,764,575

昨年７月対比
△881,866
170,666
△1,052,532

②特別会計
収入
支出
収支合計

予算
1,500,000
900,000
600,000

７月
206,000
10,108
195,892

昨年７月対比
11,000
△4102
15,102

①＋②合算
収入
支出
収支合計

予算
11,974,995
11,377,078
597,917

７月
4,870,995
1,910,528
2,960,467

昨年７月対比
△870,866
166,456
△1,037,430

交換留学生会計
収入
支出
収支合計

予算
1,678,000
1,677,210
290

７月末累計
1,842,038
1,692,500
149,538

【審議事項】
１．ロータリーデー（区民祭り）のメインプログラムの件
展示とステージでの出しものという方向で準備を進める。鶴峰プロバスの意向も確認する。
２．次年度７クラブ合同例会のホストクラブの件
要請があるまで留保とする。
３．地区大会展示「各ロータリークラブの青少年活動展」への参加の件
佐藤青少年奉仕委員長がチャリティコンサートの写真を用意できるのかを検討する。
【協議事項】
１．クラブ細則検討ＷＧの進捗状況
２．旭区内災害発生対策ＷＧの進捗状況
３．クラブ運営検討ＷＧの進捗状況
１ないし３について報告があった。
４．当クラブ財政再建策の件
例会費７月合計３５４，５８０円－ビジター費８，０００＝３４６，５８０（３４．６５８人）となっている。
例会費の削減と会員増強に努める。
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