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これから当クラブにとっての重要行事をひか
えており、両方共に、旭区との連携があって
初めてなしうるものとであります。濱様にお
かれては、今後共、当クラブの活動へのご支
援を心よりお願いする次第であります。

会 員 数
本日の出席率

第２１６６回例会

36 名
96.97％

本日の出席数

32 名

２）９月 15 日は、敬老の日です。多年にわ

修正出席率

100％

たり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿
を祝う日です。昭和 40 年に９月 15 日が敬老

■本日の欠席者
齋藤

の日として、国民の祝日とされたものですが、

■他クラブ出席者
五十嵐（横浜瀬谷 RC）、増田、桜田、新川（地区）

この第３月曜日に移す際に、高齢者団体から

■ビジター
北瀬 達也様（横浜 RC）

反発があったため、老人福祉法を改正して、
９月 15 日を老人の日としています。今年は、
敬老の日も、人の日も９月 15 日となりました。

■ゲスト
濱

平成 13 年に９月の第３月曜日とされました。

敬老の日の始まりは、昭和 22 年兵庫県多可

陽太郎様（横浜市旭区長）

群野間谷村の村長が、老人を大切にし、年寄

宮本 裕子様（旭区役所地域振興課）

りの知恵を借りて村作りをしようと、農閑期

■会長報告
１）本日は昨年に引き続いて、旭区長濱陽太
郎様をお迎えして、お話を伺うことになりま
した。ご多忙のところ当クラブのために時間
を割いていただき、誠にありがとうございま
す。旭区と当クラブとの関係は、年々深くなっ
ていく感があります。10 月 19 日の旭区主催
の旭区民祭りへの参加、そして来年１月 11 日
の当クラブ主催のチャリティコンサートと、
–1–

で気候もよい９月中旬の 15 日を「としよりの
日」と定め、以来敬老会を開いてきたもので
す。昭和 25 年には兵庫県全体でとしよりの日
に敬老会が行われるようになり、全国に広がっ
ていったのです。「としより」という表現はよ
くないということで、昭和 39 年に「老人の日」
と改称され、国民の祝日とされたときに「敬
老の日」と改められたものです。
３）９月４日第５グループの会長幹事会が開

かれました。テーマは、前にも申し上げたと

ている事、ききたい事など話し合える茶話会

おり、会員増強です。当クラブは今年度既に

のような場を作ってはどうか ? 外部卓話者

４名の方が入会されたとはいえ、まだまだ財

が見えた時も、卓話者の了解のうえ、時間の

政的には不安定な状態です。区民祭りに参加

許す限り人数にこだわらず同じような場所を

するのも、チャリティコンサートを催すのも、

作ってはどうか。退会防止につながればと云

究極的には会員増強が目的となるのです。会

う意見がありました。

長エレクトは、あと８人増強したいと言って

３）商大高校インターアクトクラブに関して

おりますが、私は、せめてあと４人入会されて、

①活動資金やバザーの提供品に学校上の制限

40 人に戻したいと考えております。改めて会

があるなら、それは規則として受入ざるをえ

員皆様のご協力をお願い致します。

ない。資金活動の提供が支援のすべてではな

■幹事報告

いので、別の方策を考えては ?

１）例会臨時変更のおしらせ

②先日の例会で生徒さんが来た時、それぞれ

○横浜南陵ロータリークラブ

熱い思いを持って話していたと感じた。

日時

９月 18 日㈭夜間例会

③具体的には彼らに意見を聞いて決めては ?

点鐘

という意見がありました。

日時

午後 18 時 30 分

その他、今年度の佐藤真吾委員長が商大高

９月 25 日㈭通常例会
点鐘

校のインターアクトクラブ例会に出席し、学

12 時 30 分

■情報集会報告

校のインターアクトクラブに対し、どのよう

○ A グループ - 内田班

な考えがあるか、様子をうかがってくるとの

日時

９月８日

事なので、その後どのような支援活動が出来

場所

謝朋殿

るかかんがえてはどうか。

出席

内田、五十嵐、今野、佐藤真吾、

■社会奉仕委員会

欠席

杉山、漆原（敬称略）

福村

正

本日のフォーラムは濱陽太郎旭区長をお迎
えしてお話を伺います。10 月 19 日のあさひ

１）親睦活動について

区民まつりの出欠をとります。

現在行われている親睦活動は、例会時のス
マイル発表、クリスマス会、会員入退会時の

又、今回畠山重忠生誕 850 年記念行事の一

歓送迎会、情報集会、この指とまれ、先日行

つとして甲冑行列を予定しています。これは

われた競馬観戦等、その他年２回のゴルフコ

有志参加ですのでご希望の方はお申し出下さ

ンペが行われております。議題では各階層の

い。レンタル料は 1,2000 円の予定。鎌倉側か

親睦活動についてとありますが、テーマを絞っ

らは 20 名程が攻めてきますので、皆様の参戦

て分科会的に親睦活動を進めていくのが良い

をお願い致します。

という意見がありました。全会員が参加しや

■ロータリー財団セミナーの報告 安藤

すい計画を、又一方で同好会のような、例え

日時

９月５日

ば少人数で食べ歩き、鉄道の旅、バスの旅、

場所

ソシア 21

区内の史跡、観光スポットの散策（歩け歩け）

公一

ロータリー財団セミナーに増田会長と共に
参加してまいりました。

等はいかがなものか ?

今年はポリオ撲滅の為にポリオプラス 5,000

２）会員増強、退会防止について
①なかなか厳しい会員増強については今年度

円 / 人の寄付が一番の重要事項となります。

も体験例会があるので、全会員が出来るだけ

来月以降に集めますのでよろしくお願い致
します。

多くの参加者を募る。増強はクラブ全体で目

年次基金 US ＄120 も 11 月の財団月間に集め

標をもって活動を。

ます。宜しくお願いします。

②例会後、ロータリー以外の事でも互いに思っ
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■親睦委員会

市川

内田

慎二

敏／旭区長濱様、お忙しい所、卓話

川崎競馬の参加有難うございました。

にお越し頂きありがとうございます。よろし

引き続き広島への義援金を集金しています。

くお願い致します。

宜しくお願い致します。

関口

友宏／濱旭区長、北瀬産、ようこそ。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

安藤

公一／①ナイター競馬、楽しく過ごさ

北瀬達也殿 ( 横浜 RC) ／鶴峰ロータリークラ

せて頂き、ありがとうございました。アレン

ブ在籍時には皆様には大変お世話になりまし

ジ頂いた後藤さん、市川さん、お疲れ様でした。

た。今年度より横浜 RC の所属しております。

②錦織選手の準優勝をたたえて。③濱区長よ

今後ともよろしくお願いします。

うこそ。本日は卓話宜しくお願いします。

増田嘉一郎／①旭区長濱陽太郎様、お忙しい

秋内

中をありがとうございます。当クラブの例会

藤さん有難うございました。そして添乗員役

を楽しんで下さい。②川崎競馬、楽しみまし

の市川さん、お疲れ様でした。②濱旭区長様、

た。後藤さん、市川さん、有難うございました。

卓話宜しくお願いいたします。

漆原恵利子／①濱区長様、ご多忙の所、本日

内田

はありがとうございます。卓話よろしくお願

田川

い致します。②北瀬さん、ようこそ。生で会

ラブへようこそ。ご多忙中の中ありがとうご

うのは久しぶりだと思います。

ざいます。

二宮

太田

登／①濱旭区長をお迎えして。②後

繁／①川崎競馬、楽しみました。後

敏／寺尾さん、ようこそ！
富男／濱旭区長さん、旭ロータリーク

勝典／北瀬さん、ようこそ。

藤さん、市川さん、先日の川崎競馬ナイター

二宮麻理子／旭区長濱様、ようこそ。

楽しかった。各レース共はずれ、ちょっぴり

北澤

奉仕してきました。又、参加したいです。

し下さいました。

吉原

市川

則光／濱区長さん、ご多用のところ卓

正浩／濱陽太郎旭区長、ようこそお越
慎二／①旭区長濱様、お忙しい中あり

話いただき有り難うございます。日頃、地元

がとうございます。②川崎競馬にご参加の皆

今宿でお世話にいなっております。よろしく

様、お疲れ様でした。掲示にニコニコのご協

お願いします。

力ありがとうございました。③北瀬さん、よ

福村

うこそ。

正／①本日は、濱陽太郎旭区長をお

迎えしての社会奉仕フォーラムです。宜しく

川崎競馬参加一同／川崎競馬で食事をした一

お願いします。②北瀬さんようこそ。そちら

同ですが、何故かおつりが余りました。ニコ

はいかがですか。

ニコ BOX に寄付します。

青木

■卓話

邦弘／①濱旭区長、今日はお世話にな

ります。11/9 外国人親子もちつき大会を企画

横浜市旭区長

しました。旭区の地域振興課に後援いただく
ことになりました。②後藤さん、川崎競馬楽
しかったです。ありがとうございました。
安藤

達雄／旭区長さんようこそ。本日の卓

話よろしくお願いします。
杉山

雅彦／濱旭区長、ようこそお越し下さ

いました。公務でもお世話になっております。
卓話宜しくお願い致します。
佐藤

歩く・健康・ふるさと再発見

利明／横浜 RC の北瀬達也さん、ようこ

そ。久し振りに元気な様子を拝見して嬉しく
思います。
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濱

陽太郎様
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○畠山重忠公生誕 850 周年事業
地域振興課 宮本

裕子様

今年は旭区ゆかりの武将、山重忠公生誕
850 年にあたり、様々なジャンルで山重忠公
の生涯と人物像を偲ぶイベントを行う「旭ふ
るさと再発見！～観て聴いて歩いて…ディス
カバー山重忠公！」が行われます。
なかでも 10 月には、本事業のハイライトと
もいえる、五大路子氏主演による詠み芝居「重
忠と菊の前～二俣川に散った畠山重忠と妻の
物語」が上演されます。特別割引販売を行い
ますので、ふるってお申し込み下さい。
公演日時 10 月 11 日㈯、12 日㈰ 14 時開演
会
場 横浜市旭区区民文化センター
サンハートホール
* 特別割引価格 3,000 円
（一般価格 当日 4,000 円前売り 3,500 円）
問合せ 旭区役所地域振興課 宮本
TEL 045-954-6095
Fax 045-955-3341
■次週の卓話
9/24 一般卓話

内田会員
週報担当

吉原

２０１４～２０１５年度 臨時 理事・役員会議事録
日時 平成２６年９月１０日
場所 クラブ例会場

出席者
増田嘉一郎 新川尚 千葉和裕 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
欠席者
齋藤善孝

【審議事項】
１．グリーンプロバスクラブへ創立お祝金として、金５万円を贈呈する件
５万円とする。瀬谷ロータリークラブの確認も得た。
２．岩沼ロータリークラブ創立記念日（９月１６日）への対応の件
祝電を発信する。
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則光

２０１４～２０１５年度 第５回 理事・役員会議事録
日時 平成２６年９月３日

出席者
増田嘉一郎 新川尚 千葉和裕 安藤公一 田川富男
青木邦弘 佐藤真吾 福村正 漆原恵利子 内田敏 齋藤善孝

場所 クラブ例会場

欠席者

後藤英則
【報告事項】
１ 地区
9/4 第５G会長幹事会
9/5 地区R財団セミナー
9/6 ロータリー青少年交換学生帰国報告並びに来日学生歓迎会
9/11 地区職業奉仕委員長会議
9/19 地区社会奉仕委員長会議
２ クラブ
９月 情報集会
10/1 理事・役員会
３．８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

８月末累計
昨年８月末累計対比
5,315,151
△363,893
2,448,525
122,065
2,866,626
△485,958

②特別会計
収入
支出
収支合計

予算
1,500,000
900,000
600,000

８月末累計
昨年８月末累計対比
328,000
13,000
20,108
5,898
307,892
7,102

①＋②合算
収入
支出
収支合計

予算
11,974,995
11,377,078
597,917

８月末累計
昨年８月末累計対比
5,643,151
△350,893
2,468,633
127,963
3,174,518
△478,856

交換留学生会計
予算
８月末累計
1,678,000
1,842,038
収入
1,677,210
1,704,487
支出
290
137,551
収支合計
【審議事項】
以下の議案につき、承認された。
１．ロータリーディ（旭区民祭り）のプログラム（継続）及び収支予算の件
①災害支援活動のパネル展示と②芸能人の出しものを出す。予算は②が5万円、①と諸雑費で
５万円で10万円の支出とする。
２．クラブ細則改正案の件
配布資料のとおり
３．クラブ細則改正の日程の件
９月２４日の例会でクラブ細則改正を審議し、承認が得られたなら、１０月１日より施行とする。
４．千葉和裕理事の辞任の件
平成２６年１０月１日付をもって千葉和裕理事の辞任を承認する。補充については、追って審議する。

５．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（継続）
チャリティコンサートの写真展示をもって、参加する。
６．もちつきの件
国際奉仕委員会の提案により、資料に基づいて旭区在住の外国人親子を対象にもちつき大会を
11月9日に実施する。予算は、70,500円の支出とする。
【協議事項】
１．旭区災害発生対策ＷＧの進捗状況
２．クラブ運営検討ＷＧの進捗状況
３．当クラブ財政再建築の件
例会費 ８月分211,096円（１回35.18人、ガバナー公式訪問とＩＡＣ訪問あり）
１ないし３につき、進捗状況が報告され、協議した。
【確認事項】
１．理事候補者指名委員会委員長の件
５代前の会長（五十嵐）とする。
２．メークアップの件
次のプロジェクトはクラブ承認の奉仕プロジェクトとして、メークアップとなる。
10/9 職業奉仕委員会が計画する旭高校における職業人講話
10/19 社会奉仕委員会が計画するロータリーデイ（旭区民祭り）
–6–

