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■会長報告
１）12 月８日は針供養です。関西では 12 月
８日、関東では２月８日と 12 月８日に行われ
ることが多いようです。針仕事を休み、縫い
針を供養する行事です。針をコンニャクや豆
腐やもちに刺して、一生懸命、一緒に働いて
きた針を柔らかいものに刺して、楽をしても
らうということです。紙に包んで神社に奉納
したり、川に流したりして供養するところも
あります。もともと中国に似たような風習が
あり、日本に伝わったときに、事始めや事納
めの行事（２月８日と 12 月８日に当たる。）や、
女性を守る神様が祀られている淡島神社（和
歌山市）の行事が混ざりあい、裁縫学校で技
能の上達を願って行われたのが定着したもの
といわれています。東京浅草の浅草寺境内の
淡島堂は、これは２月８日の方になりますが、
大勢の参詣客でにぎわいます。
２）2590 地区では、入会３年未満で退会する
会員が多く、その原因はロータリーについて
理解が足りないことにあるのではないかとい
うことで、今年度、各クラブに研修リーダー
を置き、また研修委員会を設けるとの方針を
打ち出しました。
当クラブでは、入会３年未満の会員の退会
が多いという傾向があるとは思えなかったの
ですが、地区方針に従い、ロータリー情報・

ＳＡＡ 斎藤 善孝
会 長 増田嘉一郎
我等の生業
市川 慎二
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■本日の欠席者
北澤
■他クラブ出席者
増田、漆原（地区）
■ゲスト
鈴木 忠彦様
朝倉 春菜様
（2015-16 年度 R 財団地区奨学生）
■ 12 月誕生記念祝
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IT・広報委員会の関口委員長に研修リーダー
に就任していただき、またクラブ細則改正に
際して、ロータリー情報・広報・IT 委員会を、
研修・ロータリー情報・IT・広報委員会と長
い名前の委員会に改め、さらに研修リーダー
の地位も定めて明文化しました。
そこで理事会では、当クラブの会員研修シ
ステムがどうあるべきかを同委員会に諮問し
ていたところ、平成 26 年 11 月 12 日付で答申
があり、12 月 3 日の理事会でその答申が承認
されましたので、ご紹介しておきます。
第１に、クラブ会員全員に対する研修です
が、これは毎月第４例会での５分間情報の時
間を使って行うとのことであります。ロータ
リー情報と研修との違いは、情報はロータリー
情報委員会から情報が一方的に与えられるの
を、会員がそれを聴くということに対し、ロー
タリー研修は、講師からの講義を聞くだけで
はなく、それを受止めて講師へ投げ返すとい
う双方向性のものだということです。
今後毎月第４例会で５分間情報の時間を
使って、関口研修リーダーがロータリーにつ
いて話されると思いますが、会員皆様が積極
的に発言され、講師に投げ返し、その理解を
深められることを期待します。第２に新入会
員や３年未満の会員に対する研修ですが、こ
れは「ロータリーの歴史と活動について」を
テーマに、画像を駆使した分かりやすい研修
を適宜行っていただけるとのことです。入会
３年未満の会員の方は、楽しみにしておいて
いただければと思います。これからも、当ク
ラブでは、入会３年未満の会員の退会などあ
りえないという研修効果を期待するものであ
ります。
■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ
○新横浜ロータリークラブ
日時 12 月７日㈮→ 12 月４日㈭
クリスマス例会
場所 新横浜国際ホテル
日時 12 月 26 日㈮休会
日時 １月２日㈮祝日休会
日時 １月９日㈮新年会
場所 上野桜木
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○神奈川東ロータリークラブ
日時 12 月 26 ㈮→ 23 日㈫
夜間移動例会年忘れ家族会
日時 １月２日㈮休会
日時 １月 30 日㈮休会
日時 ２月６日㈮夜間例会
神奈川・神奈川東合同賀詞交歓会
〇横浜あざみロータリークラブ
日時 12 月 17 日㈬夜間移動例会
クリスマス会
点鐘 18 時
場所 レロエ クオーレ
青葉台 1-29-11-102 ℡ 045-982-0489
日時 12 月 31 日㈬休会
〇横浜南ロータリークラブ
日時 12 月 13 日㈯通常例会
日時 12 月 20 日㈯→ 23 日㈫
クリスマス家族会 点鐘 17 時
日時 12 月 27 日㈯休会
日時 １月 10 日㈯新年初例会
〇横浜南陵ロータリークラブ
日時 12 月 18 日㈭クリスマス家族会
点鐘 18 時
２）会費納入のお願い
2014-15 年度下半期（1 月～ 6 月）クラブ会
費 130,000 円を１月末までにご納入下さい。
宜しくお願いします。
市川 慎二
■親睦委員会
１）情報集会開催について
師走の候、皆様には、ますますご清栄のこ
とと心よりお喜び申し上げます。
さて、横浜旭ロータリークラブ増田会長より、
情報集会の招集及び議題が届きましたのでお
知らせ致します。各リーダーにおかれまして
は、1 月中に情報集会を開き、意見をまとめ、
例会にて発表をお願い致します。
尚、グループにつきましては、ご確認をお
願い致します。
○「当クラブがとるべき財政改革について」
１）今とるべき財政改革について
①現事務所の賃貸借契約の解約
② 又は会費を半期１万円の値上げ。
２）将来のための検討課題について
①例会で食事をとる必要があるか。

○「今年度の会員増強について」
１）情報集会グループで最低１人の入会候補
者をあげること。
・情報集会時に、入会者の氏名・住所・連絡
先と紹介者を記載して提出すること。
・情報集会時に名前があがらなかったグルー
プは、平成 27 年 2 月 18 日の例会までに提
出すること。
・入会候補者には、会長、幹事、会員増強委
員長のいずれかがお目にかかり、フォロー
する予定。
Ａグループ リーダー秋内
黒瀬、今野、太田 ( 勝 )、斉藤、五十嵐、漆原、
松本、杉山
Ｂグループ リーダー北澤
吉原、佐藤 ( 利 )、太田 ( 幸 )、兵藤、川瀬
新川、桜田、安藤 ( 公 )
Ｃグループ リーダー二宮 ( 麻 )
吉野、岡田、倉本、増田、後藤、田川、
佐藤 ( 真 )、市川
Ｄグループ リーダー鈴木
矢田、安藤 ( 達 )、二宮 ( 登 )、関口、内田、
青木、福村
( 会員敬称略 )
２）クリスマス例会について
本日で申込み締め切りとなります。変更、
追加等ございましたら、市川までお知らせく
ださい。
安藤 公一
■災害復興支援委員会
12/12,17,19 日に迫ってまいりました被災
地保育所児童へのクリスマスプレゼント贈呈
は、以下のとおりの予定となっております
12 日㈮ 旭 : 増田、青木
岩沼 : 松尾幹事、大友理事、渡辺理事
17 日㈬ 旭 : 秋内、内田、安藤（公）
岩沼 : 松尾、田中会長エレクト、
渡辺理事
19 日㈮ 旭 : 関口、新川
岩沼 : 小野会長、松尾幹事、長田理事
渡辺理事
（会員敬称略）
訪問メンバーの方々にはすでにお知らせし
ております。東京７時 36 分発はやぶさ３号に
乗り、仙台乗換、岩沼着９時 47 分。岩沼 RC
の方々が駅までお迎えに、保育所直行、12 時
頃保育所出発、岩沼 RC のメンバーと昼食。14
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時岩沼駅出ますと 18 時前には二俣川に到着。
往復交通費は参加メンバー負担です。
これからでも、ご都合がつくようでしたら
追加は可能ですので、私までお知らせくださ
い。これからの被災地の復興を担っていく子
どもたちへの激励です。皆様のご協力をお願
いします。
福村
正
■社会奉仕委員会
１） 先週の例会にて、来年 1/11 開催のチャ
リティーコンサートへの協賛企業募集のお願
いをさせて頂きました。一口 10,000 円からお
願い申し上げます。各会員におかれましては
本日より別に募集させていただきます。こち
らは一口 5,000 円からです。
領収書は１月末にお送りする予定です。送
金は振込み、又は直接会場にご持参いただき
ますようお願いします。
イベント名
横浜旭ロータリークラブ
チャリティーコンサート
日時 平成 27 年１月 11 日㈰
場所 旭公会堂
２）1/18 ㈰午後 1 時から、左近山商店街のイ
ベントで馬吉さんのお噺があります。木戸銭
がお安くなっておりますので、ご興味のある
方はぜひお寄り下さい。
■地区奨学生

朝倉さんより

横浜旭ロータリークラブさんのご推薦によ
り正候補生に選んで頂きました朝倉春菜です。
この度は栄誉ある大変貴重な機会を与えて頂
きまして、有難うございます。本場ヨーロッ
パのオペラを勉強し、沢山の事を吸収できる
よう、そして、それを今後日本に還元できる
よう知力を尽くして精進して参りたいと思い
ます。

■卓話
「災害時のアマチュア無線の活用ついて」
鈴木 忠彦

■ニコニコ box( 会員敬称略 )
増田嘉一郎／鈴木忠彦様、本日は卓話をいた
だき、有難うございます。今朝の新聞により
ますと徳島では停電のため携帯電話に充電が
できないために連絡に使えないそうです。当
クラブでも災害時に無線を使うことも考える
事になるのでしょうか。
漆原恵利子／①鈴木様、本日は卓話よろしく
お願いいたします。②朝倉さん、良かったで
すね。沢山のことを体験して勉強していらし
て下さい。お体に気をつけて。
吉原

則光／先週の５日㈮、妻の 49 日忌と埋

葬をとどこおりなく済ますことが出来ました。
これも皆様のお陰と深く感謝しております。
有り難うございました。
安藤

公一／①鈴木様、卓話宜しくお願いし

ます。②財団地区奨学生に決まった朝倉さん、
ようこそ。スイスで頑張って下さい。③ 12/7
㈰ラグビー早明戦において下馬評を覆し、早
稲田が勝ちました。応援ありがとうございま
した。
佐藤

真吾／①鈴木様、本日はお忙しい中、

当クラブにお越しいただき有り難うございま
す。卓話よろしくお願いします。②財団奨学
生に決定した朝倉さん、おめでとうございま
す。ご活躍を期待しています。
安藤

達雄／鈴木忠彦さん、本日は卓話ご苦

労さまです。よろしくお願い致します。
倉本

宏昭／①鈴木様、本日は卓話よろしく

お願いします。②朝倉さん、健康に気をつけ
元気でいってらっしゃい。
市川

慎二／①鈴木忠彦様、本日の卓話宜し

くお願い致します。②朝倉さん、おめでとう
ございます。お母様にはいつもお世話になっ
ております。
内田

敏／鈴木さん、本日の卓話よろしく

お願いします。楽しみにしています。
後藤

英則／鈴木様、お忙しい中お越し頂き

ありがとうございます。本日の卓話宜しくお
願い致します。

１）アマチュア無線とは
①アマチュア局
アマチュア業務を行う無線局
（電波法施行規則第 4 条第１項 24 号）
②アマチュア業務
金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人
的な無線技術の興味によって行う自己訓練、
通信及び技術的研究の業務
（同規則第３条第１項第 15 号）
③電波法では
アマチュア無線技士資格、
アマチュア局の呼び出符号（コールサイン）
アマチュア局が使用出来る周波数帯
（135KHZ ～ 2400MHZ）
空中線電力（最大 1000W/1.9 ～ 28MHZ）、
電波型式、運用法等が規定されている。
④アマチュア無線技士免許（国家資格）は、
第４級～第１級がある。
⑤アマチュア局（無線設備＋無線技師）は、
個人局と社団局（クラブ局）がある。
☆通信方式は音声通信やモールスが主ですが、
文字通信、画像通信、デジタル通信などもあ
り、衛星や月面を利用した通信を行うアマチュ
ア局もある。
又、周波数帯によって異なる電波伝播特徴
を生かした通信が行われている。
２）アマチュア無線と災害
①防災目的のアマチュア局は許可されない。
②目的外通信は禁止されているが、非常通信
及び訓練のための通信は認められている。
③非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、
火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は
発生するおそれがある場合において、有線通
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信を使用することが出来ないか又はこれを利
用することが著しく困難であるときに、人命
の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩
序の維持のために行われる無線通信を言う。
（電波法）
④ 3/11 以後、非常時におけるアマチュア局の
運用規則、法解釈緩和の動きがある。
⑤アマチュア無線の特徴
呼び出し方式
番号指定不要、同報性、通信統制、機動性、
柔軟性がある。
３）旭区のアマチュア無線の災害対応活動
①横浜市アマチュア無線非常通信協力会
・旭支部
・旭区と「旭区災害非常無線通信網の運営に
関する協定」を締結している。
・旭区役所（災害対策本部）の統制局（社団局）、
地域防災拠点校の社団局及び会員個人局か
ら構成されるネットワークで現在の会員数
は 134 人。
・地域防災拠点訓練、連合自治会防災訓練と
連携し、非常通信訓練を実施している。
☆地域防災拠点には、旭区役所（災害対策本部）
との連絡用として、デジタル無線電話８専用
回線、避難者等が使う NTT 架設電話も配備さ
れている。
②発災時に開設される「旭区災害ボランティ
アセンター」の情報受伝達手段の一つとして、
旭区災害ボランティア連絡会のアマチュア局
（社団局）が運用される。
地域防災拠点がボランティアニーズのルー
トになっているので①と連携関係にある。
③災害時医療へのアマチュア無線利用
旭区災害医療体制では６隊の医療救護隊が
要請に応じて、地域防災拠点等を巡回診療す
る事になっている。通信手段としてアマチュ
ア無線利用の準備が進んでいる。
本年２月に医療関係者を主とした４アマ養
成講習を開催、12 月 2 日には旭区医師会館に
アマチュア局設備の設置を完了し、無線局免
許（社団局）を申請中。
■次週の卓話
12/24 ㈬
斎藤 善孝会員 「国境の島 対馬」
週報担当 鈴木 茂之
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２０１４～２０１５年度 第８回 理事・役員会議事録
出席者

日時 平成２６年１２月３日

増田嘉一郎 新川尚 青木邦弘 安藤公一 田川富男

場所 クラブ例会場

佐藤真吾 福村正 佐藤利明 漆原恵利子 内田敏

欠席者
後藤英則 齋藤善孝
【報告事項】
1)地区
12月5日

第５グループ会長幹事会

12月23日 地区インターアクト海外旅行決団式
2)クラブ
12月20日 クリスマス例会
1月7日

新年賀詞交換会

3) 11月収支
①本会計

予算

11月末累計

昨年11月末累計対比

収入

10,474,995

5,459,151

支出

10,477,078

4,934,443

218,963

△2,083

524,708

△598,856

収支合計
②特別会計

予算

11月末累計

△379,893

昨年11月末累計対比

収入

1,500,000

718,780

42,780

支出

900,000

269,676

175,810

600,000

収支合計
③①＋②合算

予算

449,104
11月末累計

△133,030
昨年11月末累計対比

収入

11,974,995

6,177,931

支出

11,377,078

5,204,119

394,773

597,917

973,812

△731,886

収支合計

△337,113

④地区補助金
収入

243,984

支出

0

収支合計

243,984

【審議事項】
１ 当クラブの会員研修システムの件
研修・ロータリー情報・広報・ＩＴ委員会からの次の答申を承認した。
(１)全会員を対象とする研修は、毎月第４例会における５分間情報を使って実施する。
(２)新会員と３年未満会員を対象とする研修として、「ロータリーの歴史と活動」をテーマに適宜
実施する。
２ 「意義ある業績章」応募の件
チャリティコンサートをもって、再度応募する。
３ 「アジアの女性と子どもネットワーク」の支援の件
国際奉仕委員会より、会員へ寄附を呼びかけ、端数にクラブから上乗せして、万単位の
額で寄附をする。
【協議事項】
１ 当クラブ財政再建の件
例会費１１月分 262,440円÷4÷2,000円=32.805人
２ 次年度７クラブ合同例会のホストクラブの件
実施する意義について疑義が出されたことと、ホストクラブは、人的物的に全員参加
になることから、当クラブでは難しいとの意見となった。
【確認事項】
１ 災害対策委員会の被災地のクリスマス・プレゼント贈呈のために、現地を訪問する会員は、
メークアップ扱いとする。
2 今後の例会のプログラムについて
今後の例会卓話について外部卓話、体験例会の日程・担当が確認された。
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