
２０１５年 7月 1日 第２２０３回例会　VOL. ４７　No. １

■司　　会　ＳＡＡ　 二宮麻理子

■開会点鐘　会　 長　新川　　尚

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想　　　
　　　ＳＬ　内田　　敏　　

■出席報告

■本日の欠席者　　　　　
齊藤

■他クラブ出席者
新川（横浜西 RC）

■ゲスト
宋　謹衣様（米山奨学生）

■スマイルキング表彰　　　　　　

　吉原　則光会員
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■７月誕生記念祝

　倉本　宏昭会員　　　　7.24

　吉野　寧訓会員　　　　7.2

　福村　　正会員　　　　7.15

　杉山　雅彦会員　　　　7.29

■会長報告
１）この度、伝統ある横浜旭ロータリークラ

ブ第 47 代の会長を拝命しました新川です。大

変光栄であると共に、身の引き締まる思いで

おります。また、就任に際して様々な方から

アドバイスを頂き、誠に有難うございます。

幹事には市川慎二会員に受けていただきまし

た。細かいところまで気配りのできる方で、

足りないところだらけの私のフォローをして

いただけると思います。最年少コンビですが、

皆様のご支援ご協力をお願いします。

　今年度のクラブ活動計画書を配布すること

本日の出席数       26 名会  員  数 　 　 　 32 名

本日の出席率　96.30％ 修正出席率   　93.10％

「世界へのプレゼントになろう」

2015-16年度 RI会長／Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン　　RI.D2590ガバナー／箕田　敏彦　　横浜旭RC会長／新川　　尚

Be a gift to the world  

横浜旭ロータリークラブ
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ができました。各委員長さんと五十嵐会員の

おかげと感謝しております。正式には本日の

理事会の承認を経てからとなりますが、先日

のクラブ協議会でご審議いただいております

ので、ご了承下さい。また、組織表について

も退会者が出ておりますので、変更になって

おります。

○地区関係

１）地区拡大増強セミナー

日時　７月 14 日午後３時～

場所　メモワールプラザソシア 21

　　　松本委員長、出席宜しくお願いします。

２）IAC 海外研修オリエンテーション

日時　７月 25 日午後３時～

場所　桐蔭学園

　　　会長が出席します。

○クラブ関係

１）７月２日、親睦活動のこの指とまれ企画、

川崎競馬ナイター観戦があります。親睦委員

会の皆様、ご準備有難うございます。参加さ

れる方、宜しくお願いします。

■幹事報告
１）例会スケジュールのご案内

○神奈川東ロータリークラブ

日時　７月 31 日㈮夜間例会

日時　８月 14 日㈮休会

日時　９月 25 日㈮休会

２）会費納入の件

半期分７月～ 12 月迄の会費納入をお願い致し

ます。

３）７月 22 日㈬第３回クラブ協議会が例会時

に開催されます。ガバナー補佐一楽さんがお

越しになります。ご指摘があった委員会は修

正、ご確認をお願い致します。

４）８月５日㈬例会時、箕田ガバナー公式訪

問です。

■親睦委員会　　　　　　　　　北澤　正浩

１）会長、幹事慰労会及び歓送迎会

　日時　７月９日㈭午後６時

　場所　仕立屋

２）太田幸治会員よりにぎわい座のチケット

をいただきましたので、希望の方は北澤迄、

お声掛けください

■米山奨学生  宋さんより

　月に一回しか出席していませんが、いつも

皆様が温かく接して下さるので、とても感謝

しています。ロータリーを通じて皆様との繋

がりはこれからも大切にしていきたいと思っ

ております。宜しくお願い致します。

■クラブ奉仕委員会　                    福村　　正

　次回例会はクラブ奉仕フォーラムです。各

奉仕委員会の委員長、又は代表委員から年次

計画についてのコメントを頂きますので、宜

しくお願いします。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

新川　　尚／本日より一年間、宜しくお願い

致します。

市川　慎二／幹事という大役を拝命し、身が

引き締まる思いです。一年間皆様からのご指

導、ご支援をお願い致します。

矢田　昭一／新年度のスタートだね。私は新

幹事市川さんを介してメッセージを送ります。

新年度の船出、おめでとうございます。伝統

あるクラブで、新会長新川さん、新幹事市川

さんを中心に一致協力してロータリー精神の

元、全員一丸となってご尽力下さい。また、

前年度はクラブ初の女性幹事として活躍され、

任務を果たされた漆原さんにご苦労様を申し

上げておきます。尚、２万円ニコニコにいれ

させて頂きます。ご笑納下さい。

吉野　寧訓／新しい会長幹事さん、宜しくお

願いいたします。

関口　友宏／新川・市川年度のスタートを祝っ

て。

田川　富男／①家内にお花を頂きました。あ
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しくお願いいたします。

今野　丁三／新会長・幹事、これから一年間

大変御苦労さまです…。

佐藤　真吾／新川会長・市川幹事、一年間よ

ろしくお願いします。

後藤　英則／新川会長・市川幹事、今年度一

年よろしくお願いします。

五十嵐　正／新川・市川年度のスタートを祝っ

て！

■卓話　
会長挨拶／新川　　尚

　この度、伝統ある横浜旭ロータリークラブ

第 47 代の会長を拝命しました新川です。大変

光栄であると共に、身の引き締まる思いでお

ります。宜しくお願いします。

　今年度の RI 会長はスリランカ民主社会主義

共和国、コロンボロータリークラブの K.R. ラ

ビンドランさん、テーマは「世界のプレゼン

トになろう」です。地位や身の上に関わらず、

才能、知識、能力、努力、そして献身と熱意など、

誰でも与えることのできる何かを持っている

はずです。私たちは、ロータリーを通じて、

これらを世界にプレゼントすることで、誰か

の人生に、そして世界に、真の変化を起こす

ことができるはずです。「人は手を閉じて生ま

れ、手を開いて世を去る」、また「己の才能は、

天から授かったもの」と言われます。ですか

ら私たちは、その授かりものをお返しするの

です。私たちは皆、この世に生まれ、何でも

掴み取ろうとしますが、この世を去る時には

全てを残していきます。ロータリーを通じて

私たちは、いつまでも続く、本物の何かを残

すことができるでしょう。私たちに与えられ

りがとうございました。②新川会長・市川幹

事ご就任おめでとうございます。③社会奉仕

委員長を受けさせて頂きました。よろしくお

願い致します。

安藤　公一／①新川会長・市川幹事、これか

らの一年宜しくお願いします。②なでしこジャ

パンの決勝戦進出を祈って。

吉原　則光／新年度のスタート、心からお祝

いいたします。新川会長・市川幹事のコンビ、

ご指導の程よろしくお願いします。

福村　　正／①新川・市川年度の門出を記念

して、一年間宜しくお願いします。②今年１

月に開催されたチャリティーコンサートの報

告書が出来上がりました。遅れましたがご一

読いただければ幸甚です。いろんな生徒がい

るもんだと。②誕生祝い、有難うございます！

杉山　雅彦／①新年度開始、おめでとうござ

います。新川会長様、他役員の方々、宜しく

お願い致します。②誕生祝いを頂きました。

ありがとうございます。

増田嘉一郎／新川さん、市川さん、一年間よ

ろしくお願いします。今年度の活発な活動を

期待します。

漆原恵利子／新川会長、市川幹事、いよいよ

新年度がスタートしますね。一年間よろしく

お願いいたします。

二宮麻理子／本日より新年度が始まります。

皆様よろしくお願い致します。

倉本　宏昭／新川会長・市川幹事他役員の皆

様の新たな船出おめでとうございます。

二宮　　登／新年度のスタートを祝して、一

年間よろしくお願いします。

佐藤　利明／新川会長・市川幹事年度のスター

トを祝して。

内田　　敏／新川会長・市川幹事、他役員さん、

一年間宜しくお願いいたします。

北澤　正浩／新川会長・市川幹事ご就任おめ

でとうございます。

鈴木　茂之／皆さん、こんにちは。新年度に

あたり、新会長新川さん、新幹事市川さん、

よろしくお願いいたします。

滝澤　　亮／新川会長、市川幹事、本年度宜
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た時間は今です。この機会は二度と訪れるも

のではありません。

　これを受けて箕田ガパナーは地区方針を

「ロータリーの原点とその心をたいせつにしよ

う」とし、７項目を示されました。

１）教育研修を実施しましょう

　ロータリーとは何かを知り、ロータリーを

好きになるきっかけを与えられれば、退会防

止につながり、更には増強の原動力となると

いうお考えのようです。

２）地区での会合には参加しましょう

　他クラブロータリアンとの交流は、ロータ

リアンとしての視野を広める大切な機会です。

３）地域に密着したロータリー活動を行いま

しょう

　当クラブでは、あさひ区民まつりへの参加、

チャリティーコンサートの実施などをすでに

行っておりますが、更なる活動を探ってみた

いと思います。

４）長期計画 (戦略計画 )を立てましょう

　ロータリーの単年度主義の変化の現われと

感じます。ロータリー財団のプロジェクトも

持続可能性が重視されています。

５）ロータリー財団活動に対するご理解とご

寄付のお願い

　各月間のテーマが、今年度より大幅に変更

となりました。その内容を見るとロータリー

財団の六つの重点分野といわれるものが全て

割り振られております。このことは、ロータ

リーにおける財団の役割がますます大きくな

り、財団を理解することがロータリーを理解

する早道であるということがいえると思いま

す。

目標　年次基金寄付一人当たり 120 ドル以上

　　　恒久基金寄付各クラブ　　 ２名以上

　　　ポリオへの寄付一人当たり 50 ドル

６）ロータリー米山記念奨学事業へのご理解

とご寄付のお願い

目標　普通寄付一人当たり　　5,000 円以上

　　　特別寄付一人当たり 　20,000 円以上

７）会長賞に挑戦しましょう

今年度の当クラブの方針として「親睦とロー

タリーの理解」を掲げさせて頂きました。

　ロータリーの原点は信頼できる友人の集ま

りです。今年度の地区方針に「ロータリーの

原点とその心を大切にしよう」とあります。

ポール・ハリスは信頼できる友人の集まりと

してロータリークラブを始めました。そして、

アーサー・フレデリック・シェルドンは「最

もよく奉仕する者、最も多く報いられる」と

提唱しました。これがロータリーの原点とそ

の心だと考えます。

　横浜旭ロータリークラブ創立 50 周年に向け

て「信頼できる友人の集まりとしてのロータ

リー」という原点を今一度見直すことで、楽

しいクラブ、活気あるクラブとしたいと思い

ます。その為にはあらゆる機会を親陸の機会

と捉え、会員聞を密にすることが重要であり、

そこから新しいアイディアや活動が生まれて

くると思います。その活発な活動が奉仕に繋

がり、会員増強にも繋がると考えます。

　また、ロータリーとは何かということを知

ることは、会員間の共通認識としてロータリー

への信頼の増大となり、会員増強、退会防止

へと繋がっていくものと考えます。

　皆様のご協力をお願い致します。

幹事挨拶／市川　慎二

　本日より新年度となりまして、新川会長の

もとで、幹事として一年間、務めさせて頂き

ます。

　現在まで、諸先輩方のご助言を頂いたり、

地区協議会での幹事研修や、幹事要覧などを

通じて勉強をしておりますが、いざ新年度と

なりますと、クラブ幹事という大役を担うこ

との責任の重大さを、より痛感しております。
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　もとより浅学非才の身でありますし、ロー

タリークラブにおいても経験、知識の未熟な

私でございますので、皆様には、ご迷惑をお

掛けすると思いますが、様々なご意見、ご協

力を頂きながら、クラブにとって必要な改善

点を定めて、一年間過ごしていきたいと思い

ます。

　新川年度の会長方針は、ご存じのように「親

睦とロータリーの理解」となっております。

どのクラブにおいても、この親睦は重要とさ

れております。

　ロータリーには独自の概念があり、ただ気

の合った仲間や友達と、楽しい時間を過ごし

たり、趣味で集まったりするのとは違い、地

域や業種において、特定の分野について深い

知識や優れた技術をもった人が、一週に一度

例会の出席し、分かち合いながら事業の永続

性を学び、会員同士の友情を深めながら、奉

仕の心を磨き、奉仕の機会に出会う場所と私

は学びました。

　会長方針である親睦を、もう一度見つめ直

し、ギスギスした雰囲気のない、毎週の例会

が待ち遠しく、会員一人一人が、横浜旭ロー

タリークラブにいて良かったと思える様な例

会と、親睦活動をすることで会員減少に歯止

めをかけ、入会者に繋がるようになればと思

います。

　また昨年度、親睦委員長として実現できな

かったことや、この指とまれ企画などが充実

できるよう、親睦委員長と協力し、考えて実

行していきたいと恩います。

　ロータリーの理解という所では、新川会長

のもとで直に学べることは、とてもありがた

く、入会してから３年経ちますが、それ以上

といってもよいほど、様々なことが経験でき、

多くの情報を知ることができています。こう

いった経験の積み重ねは、ロータリーの理解

にも繋がっており、私にとって貴重な時間と

なっていると感じます。

　本日７月１日は、一般的に海開き、山開き

の日と言われています。そのシーズンの安全

を祈願し、無事に終えられるよう願う所もあ

ります。私にとっては、今日は幹事開きとな

ります。ぜひ皆様には、海や山のように、寛

大な心で見守って頂き、ご指導ご鞭撻を頂き

ながら、この一年、無事に終えられるよう願い、

就任の挨拶とさせて頂きます。

五大奉仕委員長挨拶
クラブ奉仕委員会／福村　　正

　ロータリーの奉仕活動と同等の重要性のあ

るものに会員相互の親睦があげられます。ク

ラブ内の日頃の動きがより友好的であるよう

に支援していかなければならないと考えます。

奉仕の精神や地域活動での達成感を全ての会

員同士が共有していけるように努めるところ

です。

職業奉仕委員会／鈴木　茂之　

　こんにちは。今年度職業奉仕委員長を仰せ

つかりました鈴木です。私は入会してまだ二

年あまりの新入りですが、委員の方々に協力

して頂きながら進めていきたいと考えており

ます。職業奉仕はロータリーの原点であると

言われており、各ロータリアンの職業を通し

て地域社会の貢献していきたいと考えており

ます。

　活動計画としましては、計画書に記載され

ておりますように、三項目の活動をしていき
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ます。特に例年通り県立旭高校の職業卓話に

つきましては、皆さんのご協力をお願いいた

します。今年度の会長方針より、従来の活動

以外にも場を広げるようにとお願いされてお

りますので、このあたりもふまえて活動して

いきたいと考えております。皆様のご指導、

ご支援をよろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会／田川　富男

　今回社会奉仕委員長を受けさせていただき

ました田川です。五大奉仕の中において地元

社会、特に行政旭区役所との関係が多く発生

する奉仕委員会です。前年度にはロータリー

として「畠山重忠公」の甲冑行列を開催して

ロータリークラブの存在感を大いに PR されま

した。そして今期につきましては「旭ふれあ

い区民まつり」に参加してクラブの存在意義

を表したいとおもっております。ただ現在の

ところ何をテーマにイベントを開催するか決

まりません。つきましては会員の皆様にご協

力をいただきまして、テーマと活動できる内

容について相談したいと考えております。わ

からない事ばかりですので、今後ともご指導

お願い致します。

青少年奉仕委員会／佐藤　真吾

　前年度に引き続き、青少年奉仕・インター

アクト委員長を仰せつかる事になりました。

　前年度は当クラブと商大高校インターアク

トクラブとの結びつきを強く、近くできるよ

う積極的に働きかけたつもりでしたが、最終

的に４月末の学校側との話し合いの場が、結

果として当クラブに大変な混乱を招いてしま

いました。

　事態の収束を図る事が今年度の最大の使命

だと思っています。学校側からは継続したい

との申し出がありましたが、ロータリーの精

神や活動について理解があるかどうか、あら

ためて確認したいと考えています。そのうえ

で「提唱するかそれとも終結か」会員の皆様

にご判断いただきたいと思います。

国際奉仕委員会／漆原恵利子

　国際奉仕委員長は２度目となり、前回クラ

ブにおける具体的な活動目標を掲げることの

難しさを感じていたことを思い出しますが、

昨年度の青木委員長が実施した餅つき大会を

身近な国際交流のヒントとして食を通した国

際交流を私なりのアレンジで実施できればと

考えております。広く会員皆様からのご意見

なども頂きながら、一年間務めさせておただ

き所存です。よろしくお願い致します。

■次週の卓話
　7/15 ㈬  一般卓話　　佐藤　利明会員担当
　　　　　　　　      週報担当　杉山雅彦


