
２０１５年４月２２日 第２１９５回例会　VOL. ４６　No. ３９

■司　　会　副 SAA　 二宮麻理子

■開会点鐘　会　 長　増田嘉一郎

■斉　　唱　それでこそロータリー　　　
　　　ＳＬ　北澤　正浩　　

■出席報告

■本日の欠席者　　　　　
松本、斉藤、福村

■他クラブ出席者
安藤（公）、増田、松本、新川、二宮（登）

漆原、福村 (７クラブ合同例会 )

増田、後藤 (地区 )

■会長報告
１）来週４月 29 日と再来週５月６日は、休日

のため例会がありません。ゴールデンウィー

クに入ります。ゴールデンウィークは、５月

の連休を表す言葉として我国では定着してい

ます。語源の由来を調べてみたら、４説あり

ました。有力なのは、昭和 26 年の現在ゴール

デンウィークの期間に上映された映画「自由

の学校」が正月やお盆の興業よりヒットとし

たのを期に、多くの人に映画をみてもらおう

と、当時大映の専務であった松山英夫氏が作っ
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「ロータリーに輝きを」

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

Light  Up  Rotary  

横浜旭ロータリークラブ

た和製造語という見解です。Nhk ではこの名

称を認めておらず、「大型運休」と呼んでいま

す。欧米では、有給休暇が日本の２～３倍あり、

それを個人のタイミングでとるため、特に休

日が重なったからといって、その時に合わせ

て家族や友人と旅行をするという習慣もなく、

連休に意味をもたせる名称も必要ないようで

す。シルバーウィークという言葉は、11 月３

日の文化の日を中心とした休日に使われまし

たが、定着せず、最近は、９月の連休に使わ

れることもあるようです。

２）４月 17 日午後３時から地区の退会防止セ

ミナーに出席し、午後６時からは、７クラブ

合同例会に出席しました。退会防止セミナー

は、多くのクラブで年度末に退会者がでるた

め、この時期に開かれたものです。詳細は、

後藤会員増強委員長から報告がありますが、

当クラブの退会者の退会理由を思い浮かべて

聞いていると、退会の兆候が表れた時に手を

打っても手遅れだといわれたのが印象に残り

ました。

　ロータリーの活動に参加することに何のメ

リットも感じなくなっている段階、孤立化し

ている段階で手を打てということでした。そ

うすると、親睦というより、例会での交流が

本日の出席数       25 名会  員  数 　 　 　 34 名

本日の出席率　89.28％ 修正出席率   　98.55％
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大事だということになりそうです。魅力ある

卓話を用意することも重要であり、例会の直

前にみえて、例会が終わったら直ちに帰る人

のためには、会員との交流の時間をもてるよ

うに、例会中に雑談の時間を設けることも必

要ではと考えました。年度末をひかえ、これ

からは委員会報告も減ってくるようでしょう

から、なるべく、雑談をし、交流をする機会

を設けていきたいと思っております。周りの

人と積極的に会話を楽しんでいただけたらと

思います。

３）７クラブ合同例会では、「老齢社会におけ

るロータリークラブの内外（うちそと）を考

える」とのテーマでパネルディスカッション

が開かれました。65 歳以上の高齢者の人口が

25％を超えた社会を超高齢化社会というそう

ですが、当クラブは超高齢化社会に該当する

ものであり、どのような話がでるのか興味深

く聞いておりました。結局クラブとしての対

策は、若手会員の増強であり、後期高齢者と

なった人にとっての対策は、ロータリーに限

らず、幅広く生き甲斐を見つけることになり

そうです。当クラブにとしては、高齢者の会

員が参加しやすい親睦活動というものが、退

会防止の意味をも込めて、今後必要となって

くるのではと改めて考えた次第であります。

　　会員増強委員長と幹事が、今年度内にあ

と２名会員を増強し、純増４名で終わらすべ

く奮闘中です。退会者を出さないように、楽

しい例会となるように、皆様のご協力をお願

いします。

■幹事報告
１）例会変更のお知らせ

○横浜南ロータリークラブ

日時　５月２ 日㈯休会　

日時　５月 30 日㈯夜間例会点鐘　18 時　

○横浜南陵ロータリークラブ　

日時　４月 23 日㈭夜間例会点鐘　18 時 30 分

日時　４月 30 日㈭休会

■会員増強委員会　　　           　後藤　英則

　４月 17 日㈮ソシア 21 で開催されました地

区拡大増強委員会に参加してきました。議題

の中で 2590 地区すべての会員増強退会防止委

員会に対して行われた退会防止に関するアン

ケートが発表されました。大変興味深い内容

ですので、掲載いたします。

「退会防止に関する調査および　アンケート回

答の集計報告」

　　 　第 2590 地区拡大・増強委員 山根三郎

ご回答頂きましたクラブ…52 (87%)

　　　　内、有効回答数…47 (78%)

調査及びアンケートの主たる目的

①退会理由の把握

②企業の人事異動をのぞいた３年未満、５年

　未満の退会者の割合の把握

③退会防止策の報告・提案

　案の定、退会事由では「一身上の理由」が

ダントツに多かつてのですが、その裏にある

本当の理由もいくつか明らかにされました。

大きく分けると５つ位にまとめられるようで

す。

・経済的理由 ( 会費が高い、会費以外の負担、

　費用対効果が低い等 )

・仕事関係 ( 繁忙、遠距離、海外出張が多い、

　昼間は時聞が取れない、倒産・廃業・事業

　不振等 )

・人間関係 ( 派閥が出来たり、協調性の無い

　会員が居たり、クラブ運営で対立等 )

・高齢・体調不良 ( 本人ばかりでなく配偶者

　の介護等も )

・出席意欲の低下(孤立化、奉仕活動の低迷等)

　従来から入会３年未満で 1/3 は退めてしま

うと言われていました。今回の調査でも３年

未満の会員の３割が退めているという結果が

出ています。しかし、その半分以上が企業の

人事異動によるものです。退会防止に関係が

あるのは約 15% です。それでも 300 名弱の地

元の会員が退めているのです。５年未満を含

めれば 500 名程です。やはり大事にしたいと

思います。

１）アンケートでは「実行している」あるい

は「考え得る」退会防止策をお尋ね致しました。
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回答の中から新会員に対するものを拾ってみ

ます。

・入会前に見学参加で例会の様子を体験して

　貰う

・入会前に十分な説明と理解を得る

・新会員歓迎会を催す・新会員に担当会員を

　つける

・入会後すぐに親睦委員に配属

・新会員フォローのための委員会設置

・新会員でも役割、担当を持たせる

・若手会員と先輩会員をセットにして重要な

　ポストを担ってもらう

・入会間もなく R情報委員会で研修をする

・３年未満の会員に毎年研修会を開く

・入会５年未満の会員対象に先輩会員をまじ

　え勉強会 (食事会 )を企画

２）新会員を含め全ての会員に対する退会防

止策の実施例やご提案も頂きました。その中

で１番多くそして多岐に亙っているのが親睦

を深める事でした。

・何より会員同士が親しくなること、声掛け、

　話しかけが大切

・夜間例会や移動例会を増やす

・ファイヤーサイドミーティング開催

・同好会 (ゴルフ、ダンス、ボーリング、囲碁、

　カラオケ、経営、旅行 )の活用

・家族会 ( クリスマス、観劇、バス旅行 ) の

　開催

○ロータリーに対する理解を高める事も必須

・ロータリー研修会を実施

・例会にロータリーの歴史の研修や古参会員、

　地区役員などの卓話を盛り込む

○欠席の多い会員に対しては

・２回以上連続欠席の会員のフォローを徹底

　する

・欠席しがちな会員と連絡を密にとる

・欠席者に連絡して例会の状況を知らせる

・委員会で委員長の補助的立場に指名し、柱

　として任務を遂行させ、ロータリーに参画

　している自覚と充実感を感じてもらう

・奉仕活動への参加・親睦活動への参加

○退会を考えていそうな会員に対しては

・退会の意向を示された会員を友人がフォロー

・何人かで「カウンセリング」まではいかな

　いが先ず話を聞く

・会長や古参会員、仲の良い会員が話を聞く

・紹介者が慰留

○例会やクラブ活動の充実が退会防止につな

　がるという意味で

・卓話の充実・奉仕事業の充実

○その他

・会員増強、退会防止のテーマで、クラブ協

　議会を開催し、全会員の意識を高める

・退会防止オリエンテーリング

・会費を出来る限り下げる

・派閥を作らない

・例会場で SAA・親睦委員が元気良い挨拶で迎

　える

・少しでも費用対効果を感じてもらえるよう

　にいろいろな知り合いを紹介する

・体調不良の会員に対し休会等の配慮

・高い出席率を維持する雰囲気作り

・休会中の会費の減額

・アンケート調査からクラブの未来像の検討

・思いやり心のつながり等精神的親睦が必要

・還暦や喜寿などのお祝い

・行政や社協と協力して区民祭りなどで宣伝

　の展開を考える

・高齢会員のための車での送迎

・若い会員を増やす *女性会員を増やす

・メーキャップに Eクラブの利用を普及

■５分間情報　　　           　　  関口　友宏

ロータリー情報

「地区職業奉仕委員会の活動例」

　校長クラスの教員に対する短期企業研修の

受け入れを行い、10 年間に研修済み教員が

800 名に達しました。全国一斉に取り組み始

めたこの活動も職業奉仕団体として、地域に

安定的な活動を継続しているのは、第 2590 地

区だけであり、職業奉仕団体として自負でき

るものです。研修を終えた先生たちの感想を

ご紹介致します。
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①学校とは違う体験　

　～建設業　川崎市男性教員

　これまでは実業高校での勤務が長く、進路

指導や担任業務で数千人の就職活動に携わっ

てきたが、民間企業での実際の業務がどのよ

うなものかは卒業生から話を聞く程度だった

が、今回の研修は貴重な体験になった。研修

担当社員が営業先や実際の現場で様々な人た

ちに引き合わせてくれた。私が学校の先生と

いう事が分かるとある種の敬意を払って貰え、

先生というネームバリューを改めて認識させ

られた。これほど有意義な研修ならもっと早

くに経験していれば、その後の教師生活に、

私にとっては過去のものになってしまった進

路指導に活かせたのではないかと悔やんでい

る。新任の頃や、５年 10 年の研修でも若い先

生にも是非チャレンジして貰いたいと思う。

②顧客満足度の追及

　～自動車販売　　横浜市男性教員

　企業はお客様が満足のいく商品やサービス

を購入して頂いて初めて利益が生まれる。お

客様からの電話一本でもその電話代はお客様

が負担して貰っている事を忘れてはならない

と、何度も聞かされた。店舗に○○さんいる ?

とスタッフを指名してくる事が多い。お客様

がそのスタッフに自分の要件を伝える事で安

心している様子を見て、お客様の信頼を得る

事の大切さを実感した。

　今回の企業研修で管理職として貴重な体験

が出来たと感じる。特に保護者の立場になっ

て学校運営を見つめる事は副校長として保護

者対応が非常に大切で不可欠な要素であるこ

とからも良い研修の機会を与えられたと思う。

③経営理念の明確さ

　～飲食業　横浜市男性教員

　飲食、調理、盛付け、接客業務を体験し、

それぞれ全ての業務に具体的な経営上の考え

が徹底している事を感じた。旺盛なチャレン

ジ精神と盛付け一つでも、客の視点に立って

細かな気配りをすることで、常に行列が出来

る繁盛店になった理由が理解できた。学校運

営の理念をしっかりと身につけ自己の人とし

ての魅力を教室でも職員室でも発揮して温か

みのある学校づくりを目指していきたいと思

う。

④深まったロータリーへの認識

　～宝石販売　横浜市女性教員

　ロータリークラブ会員は色々な職業に携わ

る人たちで構成されていて、経済情勢に広い

視野を持ち、問題を共有している事がわかっ

た。奉仕団体としても我々の企業研修だけで

なく、様々な奉仕活動をされており大震災支

援の素早い対応や地域の問題にも大きな関心

を以って活動している組織だと感じた。

　また、ロータリークラブとしても次世代の

育成にも力を入れていることが例会に参加し

理解できた。学校もそれだけで存在出来るも

のではなく、地域との繋がりやロータリーク

ラブとの結びつきを一層意識して経験の浅い

教員の育成に努めていきたい。

■ NPO 法人ピースフィールドジャパン
　村橋様よりお礼のお便り

　  イスラエルからの葉書　　
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■ズーラシア待望のアフリカサバンナ開園　
　　           　　　　　　　　　　二宮　　登

　４月 21 日㈫、開園式典に出席してまいりま

した。

左より : 横浜市会議長佐藤祐文、インドネシア共和国大

使館林業部長ヌイディワルド、タンザニア連合共和国大

使館全権公使ジョン Fカンボナ各氏と二宮

(東クロサイエリアにて )

■米山奨学委員会　　　           　二宮麻理子

　４月 18 日㈯米山奨学生カウンセラーのため

のオリエンテーション及び親睦会に出席して

きました。

　奨学生は台湾からの女性で、宋　謹衣 ( そ

うきんい )さん、フェリス女学院大学でコミュ

ニケーションを専攻しています。来月から第

一例会に出席します。宜しくお願いします。

■ニコニコ bOx( 会員敬称略 )

増田嘉一郎／①いよいよゴールデンウィーク

です。一息つくか、家族の為に頑張るか、楽

しくお過ごし下さい。②吉原さん、今日の卓

話も面白そうですね。楽しく聞かせて下さい。

漆原恵利子／吉原さん、本日の卓話楽しみで

す。よろしくお願いいたします。

吉原　則光／今日の卓話、私の番です。よろ

しくお願いします。

二宮麻理子／吉原さん、本日の卓話楽しみで

す。

五十嵐　正／吉原さん、本日の卓話楽しみに

しております。よろしくお願いします。

新川　　尚／吉原さん、卓話宜しくお願い致

します。

田川　富男／やっぱり卓話なら吉原さんです。

楽しみにしています。

北澤　正浩／吉原さん、卓話楽しみにしてお

ります。

安藤　公一／吉原さん、卓話宜しくお願いし

ます。

桜田　裕子／吉原さん、卓話楽しみにしてい

ます。今度豪邸見学させていただくのを楽し

みにしています。

杉山　雅彦／ぶらりとヨコハマ五七五、吉原

会員の卓話楽しみにしています。もうすぐゴー

ルデンウィーク、私もぶらりします。

市川　慎二／吉原さん、卓話宜しくお願い致

します。

兵藤　哲夫／①関口さんへ、洗面化粧台が入

りました。妻は大変満足しております。おま

けに deNA 対阪神のチケットまでいただき、本

日観戦してきます。有難うございました。②

吉原さん、卓話たのしみです。

鈴木　茂之／①皆さんこんにちは。やっと春

らしくなりました。本日の卓話、吉原さん楽

しみにしています。よろしくお願いします。

②今日は娘の誕生日でした。16歳になります。

二宮　　登／①吉原さん、本日の卓話楽しみ

にしています。②昨日、待望のアフリカサバ

ンナの全面開園式に出席してきました。

安藤　達雄／吉原さん、本日は卓話よろしく

お願いします。

青木　邦弘／吉原さん、卓話楽しみです。

佐藤　真吾／吉原さん、本日の卓話よろしく

お願い致します。

後藤　英則／吉原会員、卓話よろしくお願い

します。楽しみです。

■卓話「ぶらりと　ヨコハマ　五七五」 　
　　　　　　　　　　　　　　　吉原　則光

聞いて良し

　聞かずなお良し　この話

　　居眠りながら　ちょっと聞くもの

　　　　　　　　　　(聞くが一番 )



– 6 –

１）ハマの見どころ

　NPO 法人横浜シティガイド

　協会のおすすめコース

①文明開化ゾーン

　歴史香る文化財

②山手の丘ゾーン

　緑あふれる異国

③シーサイドゾーン

　線路跡を歩こう　　　　　24.4.7 朝日新聞から

２）素顔のヨコハマ

①マッカーサーより始まりしサングラス

　夏　朝日新聞

②浜っ子に君は生まれし秋うらら

　秋　神奈川新聞

③横浜に住みなれ夜ごと夜霧かな

　秋　中村汀女

④パンジーが咲き横浜は好きな町　

　春　西村和子

⑤初燕横浜は坂多きかな

　春　古賀まり子

⑥梅雨空にジャズ流れゐるカフェテラス

　夏　朝日新聞

⑦ 馬車道に瓦斯燈ともる蔦紅葉

　秋　古賀まり子

⑧春の日に朱をべったりと中華街

　春　原　　裕

⑨中華門入れば多国語百日紅

　夏　神奈川新聞

⑩ゆく年や南京街に豚吊られ

　冬　成瀬櫻桃子

⑪横浜元町パン焼く匂い朝曇

　夏　藤田　令子

⑫海へ向くイギリス館や木の実落つ

　秋　荻原とし子

⑬衣更ふ丘にフェリス女学院

　夏　黒川　宏

⑭夏草の外人の墓その裔知らず

　冬　橋本　風車

⑮マフラーの風に飛びそう港町

　冬　星野　椿

⑯馬車道に馬車は通らず汽車道に

　          汽車は通らず名のみを残す　　 

                               武田　弘之

３） 港の四季

①ペルリ来し港を今に霞かな　　　

                                飯田 九一

② 白き巨船きたれり春も遠からず

                                大野 林火

③巨船へと積むコンテナや春の雪

                               神奈川新聞

④春惜しむ停泊船に灯の点り

                               神奈川新聞

⑤遥かなるベイブリッジや卯波たつ

                               神奈川新聞

⑥べイブリッジ抜けんと加速首夏の舵

                               中村　明子

⑦またの名はメリケン波止場夏燕

                               赤須たか子

⑧ 出航に誰かに振られ夏帽子

                               神奈川新聞
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⑨秋燕や向き変えてゐし異国船

                               間宮  健子

⑩船停めし波の鋭角秋ひそむ

                               吉野マサ子

⑪秋の船風吹く港出てゆけり

　　　　　　　　　　　　　　　 飯田　龍太

⑫北欧の船腹垂るる冬鴎

　　　　　　　　　　　　　　　 秋元不死男

⑬クリスマスイブ氷川丸灯りけり

　　　　　　　　　　　　　　　 今井杏太郎

⑭年暮るる今宵港の灯におぼれ

　　　　　　　　　　　　　　　 稲垣きくろ

４）旭区内めぐり

①夏木立二俣川の流れ出づ

　　　　　　　　　　　　　　　 高浜　虚子

②六塚や皆夏草の土鰻頭

　　　　　　　　　　　　　　　 赤星水竹居

③首塚を遠巻にして豆の花

　　　　　　　　　　　　　　　 黒川　　宏

④今年竹忌日の燭の暗みけり

　　　　　　　　　　　　　　　 深田　幸生

⑤遅麦を刈ってゐるなり古戦場

　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木　花衰

⑥篠の子を折るかご塚へぬけにけり

　　　　　　　　　　　　　　　　　 九　一

⑦馬鈴薯の花など曇れ重忠忌

　　　　　　　　　　　　　　　　　 惣之助

⑧六塚の微風にたちぬ五月晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　 かしは

⑨鶴ケ峰に夏草深く戦史きく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野鶴

⑩夏草の各にある露のいろ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 紅子

参考

・地名・俳枕必携 (角川学芸山版 )

・横浜川崎吟行案内 (社団法人俳人協会 )

・ヨコハマ散歩 (横浜市観光協会 )

・横浜の俳人たち (横浜市教育委員会 )

・新聞俳壇 (朝日新聞・神奈川新聞 )

■次週の卓話
　　5/20 ㈬     会長テーマ卓話　増田会員　　                  
　　　　　　　　　　 週報担当　杉山　雅彦 

　　　　　　　　　　

 
 

2015~2016 年度 横浜旭ロータリークラブ 第一回 クラブ協議会議事録 
日時 平成 27 年 4 月 15 日㈬ 
    18 時 30 分より 
場所  クラブ事務所 

出席者（会員敬称略）   
新川、福村、秋内、北澤、関口、青木、安藤（公）、 
田川、五十嵐、兵藤、斎藤、増田、市川、二宮（麻） 
欠席者 
太田、川瀬、桜田、松本、鈴木、佐藤（真） 

【会長報告事項】 
1）2015-16 年度国際ロータリー第 2590 地区 地区方針について 
2）会長方針「親睦とロータリーの理解」について 
3）会長より各委員会への要望について 
4）予算について 
5）その他    

【意見交換】 
1）退会防止に力を入れたほうがよい 
2）50 周年委員会をたちあげるのか、理事会で検討してみたらどうか 
3）事務所の移転場所が 決まり次第、移動できるよう次年度の理事会で協議したらどうか 
＊次年度の活動計画書は５月末までに fax またはメールで新川会長、市川幹事に提出                              
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平 成 2 7 年 度 ３ 月 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

％

％

％ ％

11日 25日

96.46

秋　内　　繁

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　　正

川　瀬　恵津子

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

増　田　嘉一郎

松　本　英　二

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

太　田　勝　典

29
29

４日

100

29
29 100

28
25 89.29

28
25 89.29

％

％

28
27 96.43

29
28 96.55

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

100

100

75

100

100

100

100

0

25

0

0

25

0

0

25

25

0

25

25

0

50

0

75

0

0

0

100

125

100

100

125

100

100

125

125

100

125

100

100

150

75

175

100

100

100

75

50

75

100

100

100

100

100

100

100

100

75

100

100

0

25

0

25

0

0

0

25

25

0

0

25

0

0

75

75

75

125

100

100

100

125

125

100

100

100

100

100

太　田　幸　治

斎　藤　善　孝

桜　田　裕　子

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

杉　山　雅　彦

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

内　田　　　敏

漆　原　恵利子

矢　田　昭　一

吉　野　寧　訓

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

松　本　良　彦

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

18日

％

％

29
28 96.55

29
29 100


