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２０１５年６月２４日 第２２０２回例会
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後藤

英則

例会日や前後の記念日、あるいは季節を表す

■開会点鐘

会 長

増田嘉一郎

日を取り上げてきましたが、本日は梅雨を取

■斉

それでこそロータリー

り上げたいと思います。梅雨というと、じめ

北澤

じめとうっとおしい感じがして、最終例会に

唱
ＳＬ

正浩

■出席報告

相応しくないような気もしましたが、今年は

会 員 数
本日の出席率

35 名
92.0％

本日の出席数

23 名

修正出席率

100％

梅雨入りの日に雨が降っただけで、１日中雨
が降り続くという日はなく、雨がふっても短
時間で、曇天続きです。何となく淋しい気持

■本日の欠席者

ちを表しているようですから、取り上げるこ

齊藤、松本

とにしました。

■他クラブ出席者

梅雨の由来にも諸説あり、梅の実が熟す頃

増田、新川（地区）

という説やカビが生えやすい黴雨（ばいう）

■ゲスト

から梅雨に転じたという説が有力です。春か

朝倉

ら夏に季節が移り変わる頃、東アジアでは揚

春菜様（R 財団奨学生）

■スマイルキング表彰

子江気団、オホーツク気団、熱帯モンスーン

増田嘉一郎

気団、そして小笠原気団と性質の異なる気団
がせめぎ合います。北と南の気団が衝突した
部分に東西数千キロの梅雨前線ができて、数
か月に渡って少しずつ北上して行きます。こ
の前線付近では雨が１、２ヵ月降り続きます。
これが梅雨です。年によっては、梅雨の期間
中ほとんど雨が降らない場合があり、空梅雨
といいます。空梅雨は、夏季に使用する水が
確保できなくなり、渇水を引き起こす心配が
■会長報告

あります。やはり梅雨には今年のような適度

１）本日は最終例会です。毎回の会長報告で、

の雨を期待し、梅雨入り、梅雨明け、梅雨冷え、
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■新旧会長、幹事

梅雨晴れ、荒梅雨、暴れ梅雨、戻り梅雨など
といった日本の季節感を大切にしたいと思い
ます。
２）私はこれ迄ロータリーの奉仕には、余り
熱心に取り組んできていないと思っています。
そのような私が、１年間クラブ会長のポスト
を無事務められたことについて、会員皆様の
ご協力に心から感謝する次第であります。
最後に余計なことかもしれませんが、申し
上げておきたいことがあります。私のこの１
年間の経験から、会長として出席が求められ
ているほとんどの行事に自ら出席できました。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

他のクラブの会長も皆会長としてほとんどの

増田嘉一郎／１年間ありがとうございました。

地区行事に自ら出席しております。

漆原恵利子／今日が本当の最後となりました。

ただし、平日昼間の地域の行事については、

１年間本当にありがとうございました。来年

突然言ってくることもあり、地元で仕事をし

度は気楽に楽しみたいとおもいます。よろし

ている幹事にいくつか代行を頼みました。そ

くお願いいたします。

れだけです。たった１年のことです。本業を

滝澤

抱えていても、何とかなるということを、今

ろうさまでした。

後会長が巡ってくるであろう方々に申し上げ

佐藤

ておきます。

苦労様でした。
秋内

昨年度安藤会長は、最終例会で皆様への感

亮／増田会長、漆原幹事一年間ごく
真吾／増田会長、漆原幹事、一年間ご
繁／増田会長、漆原幹事一年間お疲

謝の印として、タオルを配っていました。そ

れ様でした。

れにまねて、私のできることとして、本日版

関口

の会員名簿をお配りすることにしました。多

漆原さんに感謝して。②兵藤さん、川瀬さん

分これが今の正確な情報を掲載しているもの

の退会を惜しんで。

と思います。ご利用いただければと思います。

桜田

１年間本当にありがとうございました。

しく、大変残念ですが退会することにいたし

■幹事報告

ました。皆様のご親切に深く感謝いたしてお

ロータリー為替レートのお知らせ

ります。これからも横浜旭ロータリーでいた

2015 年７月よりのレート

だきましたご縁を大切にしたいと思います。

１ドル＝ 124 円

友宏／①最終例会を祝し、増田さん、

裕子／仕事の都合で例会出席がむずか

一年間ありがとうございました。

（2015 年６月は 118 円）
■木槌交換

二宮

登／増田会長、漆原幹事、一年間お

疲れ様でした。
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今野

丁三／増田会長、漆原幹事、一年間お

市川

慎二／増田会長、漆原幹事、一年間本

疲れ様でした。

当にお疲れ様でした。次年度はご指導宜しく

五十嵐

お願い致します。

正／増田会長、漆原幹事一年間お世

話になりました。有難うございました。

二宮麻理子／増田会長、漆原幹事、ご苦労様

安藤

です。あと少しですね。

公一／①増田会長、漆原幹事一年間お

疲れ様でした。②祝、なでしこ JAPAN ベスト

鈴木

８進出。祈、ワールドカップ連覇。

事はじめ皆様、お疲れ様でした。次年度も宜

田川

しくお願いします。

富男／増田会長、漆原幹事一年間ご苦

茂之／今期最終例会にあたり、会長幹

労さまでした。会長報告、紀節の時候がわか

杉山

る一年でした。

います。新年度も宜しくお願いします。

青木

北澤

邦弘／増田会長、漆原幹事、一年間お

雅彦／最終例会開催、おめでとうござ
正浩／①増田会長、漆原幹事、一年間

疲れ様でした。

お疲れ様でした。

佐藤

■次週の卓話

利明／増田会長、漆原幹事、各委員会
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の皆様、一年間ご苦労様でした。
福村

正／増田会長、漆原幹事、一年間お

福村

正会員

疲れ様でした！

担当
週報担当

鈴木

茂之

２０１４～２０１５年度 持ち回り 理事・役員会議事録
日時 平成２７年６月16日

受信者
新川尚 青木邦弘 安藤公一 田川富男
佐藤真吾 福村正 後藤英則 佐藤利明

方法 持ち回り

漆原恵利子 内田敏 齋藤善孝
送信者
増田嘉一郎

【第１号議案】太田幸治会員出席免除申請の件
定款第9条第3節（b）に基づく申請、鶴峰ＲＣ経歴８年が通算され、要件を満たすので承認する。

２０１４～２０１５年度 臨時 理事・役員会議事録
日時 平成２７年６月１７日

出席者
新川

尚 青木邦弘 安藤公一 田川富男

佐藤真吾
場所

クラブ例会場

漆原恵利子

後藤英則 佐藤利明
齋藤善孝 増田嘉一郎

欠席者
福村

正、内田

敏

【第１号議案】兵藤哲夫会員退会の件
兵藤会員から本日今年度末をもって退会届が提出されたので、これを承認する。

２０１４～２０１５年度 持ち回り 理事・役員会議事録
日時 平成２７年６月２３日

受信者
新川尚 青木邦弘 安藤公一 田川富男
佐藤真吾 福村正 後藤英則 佐藤利明

方法 持ち回り

漆原恵利子 内田敏 齋藤善孝
送信者
増田嘉一郎

【第１号議案】桜田裕子会員退会申請の件
桜田裕子会員から、本年度末をもっての退会届が提出されたので、承認する。
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2015 年６月 13 ～ 14 日

岩沼親睦旅行

6 月 13 日仙台藩祖 伊達政宗公霊屋

瑞鳳殿

6 月 13 日仙台城（青葉城）見学

6 月 13 日災害時相互支援協定締結式

6 月 14 日宿泊ホテルニュー水戸屋前にて

6 月 14 日閖上湊神社

6 月 14 日仙台空港

6 月 14 日以前植樹した「千年希望の丘」

慰霊碑「カリヨンの鐘」

6 月 14 日竹駒神社副宮司村田氏の話
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