
２０１５年７月８日 第２２０４回例会　VOL. ４７　No. ２

■司　　会　ＳＡＡ　 齊藤」善孝

■開会点鐘　会　 長　新川　　尚

■斉　　唱　我等の生業　　　
　　　ＳＬ　田川　富男　　

■出席報告

■本日の欠席者　　　　　
二宮麻理子

■他クラブ出席者
新川（地区）

■誕生記念祝

■会長報告
　皆様こんにちは、昨日は七夕でした。あい

にくの天気で、星空は見られませんでしたが、

いかがおすごしでしたでしょうか。台風も来
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ております、気をつけていただきたいと思い

ます。月曜日には女子ワールド杯決勝が行わ

れ、日本代表は惜しくも２位でしたが、最後

まで諦めない選手たちに勉強させられました。

　先週木曜日には今年度最初の親睦会この指

とまれ企画、川崎競馬ナイター観戦が開催さ

れました。北澤親睦委員長はじめ親睦委員会

の皆様、後藤会員、参加された会員、有難う

ございました。馬券を取った方、おめでとう

御座います。はずした方、お疲れ様でした。

○地区関係

１）クラブ研修・広報セミナー

　日時　８月３日 15：00 ～

　場所　メモワールプラザソシア 21

　安藤公一委員長、出席宜しくお願いします。

２）米山記念奨学会より達成クラブ表彰の連

絡がありました。名称は 4,000 万円達成クラ

ブで、類型額は 40,003,460 円です。感謝状は

地区大会で表彰後、送られて来るとのことで

す。

３）今年度上期分の米山と地区資金を昨日送

金しました。

４）先日の理事会にてクラブ細則改正案が承

認されました。一部委員会の名称が変更とな

ります。再来週の例会で、採決をしたいと思

いますので宜しくお願いします。

５）第 13 回日韓親善会議の案内

日時　９月４日 14：00 ～

本日の出席数       25 名会  員  数 　 　 　 32 名

本日の出席率　96.15％ 修正出席率   　　92.0％

「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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場所　グランドプリンスホテル新高輪

　　　「飛天」の間

　ご参加される方は、7/15 の例会時までに事

務局へご連絡ください。

６）2014-15 年度「ロータリーデー」感謝状

が来ております。回覧します。

○クラブ関係

　７月９日、前会長・幹事慰労会及び歓送迎

会が仕立屋で開催されます。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）例会臨時変更のお知らせ

○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　７月 31 日㈮夜間移動例会

場所　九つ井（ここのついど）大和店

　　　大和市下鶴間 2247

　　　℡ 046-276-3060

日時　８月 14 日㈮休会

○神奈川ロータリークラブ

日時　７月 20 日㈪休会

日時　８月 10 日㈪夜間例会　点鐘 18:30

日時　９月 21 日㈪休会

日時　10 月 12 日㈪休会

日時　10 月 19 日㈪夜間例会　点鐘 18:30

日時　11 月 23 日㈪休会

○横浜田園ロータリークラブ

日時　７月 28 日㈫バラ園手入れ　9：00 ～

場所　藤が丘バラ園

日時　８月 11 日㈫休会

日時　８月 18 日㈫

　　　ブルーベリー狩り＆バーベキュー会

■親睦委員会　　　　　　　　　  北澤　正浩

1) この指とまれ企画「川崎競馬場ナイトレー

ス観戦」にご参加いただきました会員の皆様、

有難うございました。

２）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）旭ジャズまつりのお知らせ

日時　７月 26 日㈰

　来週の例会でチケット格安で販売致します。

よろしくお願いします。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

新川　尚・市川慎二／本日はクラブフォーラ

ムです。宜しくお願い致します。

秋内　　繁／旭 RC に入会して丁度一年経ちま

した。今年もよろしくお願いいたします。

倉本　宏昭／誕生祝いを戴きました。いくつ

になったのか覚えていません。来年も戴ける

よう頑張ります。

吉原　則光／梅雨らしい天候の中の例会。ク

ラブ奉仕委員会の今年度の活動方針をしっか

り拝聴したいと思います。

安藤　公一／①７月２日のナイター競馬楽し

かったです。後藤さん、北澤さん、有難うご

ざいました。②なでしこジャパンの健闘に敬

意を表して。

福村　　正／①佐藤真吾さん、先日は商店街

イベントでのステージ設営をして頂き大変お

世話になりました。②本日はクラブ奉仕フォー

ラムです。各委員会のコメントお願いします。

滝澤　　亮／親睦委員会の川崎競馬、おもし

ろかったです。北澤委員長ご苦労様でした。

佐藤　真吾／本日のクラブ奉仕フォーラム、

福村委員長よろしくお願いします。先週末の

左近山商店街夏祭りでの演奏、さすがでした。

地域活性化に対する熱意と行動力にな頭が下

がります。さすが「ロータリアン」！

北澤　正浩／この指とまれ「川崎競馬場ナイ

トレース観戦」に多数のご参加をいただき有

難うございました。この企画にご協力いただ

きました後藤会員に心から感謝致します。

増田嘉一郎／クラブ奉仕委員会の今年度の活

躍を期待します。

■クラブフォーラム
クラブ奉仕委員会／福村　　正
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重点をおくという方針を示しています。

　親睦委員会の役割としてロータリー会員間

でコミュニケーションを図る為に企画したイ

ベント以外でもあらゆる機会を利用し、他の

委員会の行事にも協力する。今まで以上に会

員の親睦へと繋がるような活動を致しますの

で、ご協力をお願いいたします。

○活動計画

①卓話者、ゲスト、ビジターを歓迎して心か

　ら接待する。

②スマイルリポートの受付、集計、発表を委

　員で持ち回りで行う。

③ソングリーダーの指名を行う。

④スマイルリポートをたくさんの会員が提出

　して頂けるよう呼びかけをする。

⑤必要に応じて掲示ニコニコ BOX を設置する。

⑥ワンコインスピーチを実施する。

　（希望者が 100 円を支払い 5 ～ 10 分ほどの

　スピーチを行う。）

○イベント

①情報集会の実施を呼びかける（年 2回）

②会員相互の親睦を図る企画（この指とまれ）

　を随時実施する。

③会員の入退会時に歓送迎会を企画開催する。

④会長、幹事の慰労会を企画開催する。

⑤合同ゴルフコンペ（AKS 会）並びに、旭ク

　ラブ親睦ゴルフコンペ開催をサポートする。

⑥岩沼ロータリークラブとの交流行事を企画

　開催する。

⑦旭ジャズまつり参加を呼びかける。7/26

⑧旭ふれあい区民まつり参加を呼びかける。

　10 月

⑨クリスマス、家族親睦会を企画開催する。

　12/19

⑩東日本大震災チャリティーコンサート参加

　を呼びかける。

■次週の卓話
7/22 ㈬ ガバナー補佐訪問　クラブ協議会　　
　　　　　　　　　　　週報担当　杉山雅彦

 本日はクラブ奉仕フォーラムです。今年度の

各クラブ奉仕委員会の担当会員からそれぞれ

の方針等につきコメントをいただきたいと思

います。各委員会の代表の方は３分以内での

コメントにご協力の程、宜しくお願いします。

　改めて申すまでもなくロータリークラブの

奉仕活動は個で行うものとチーム活動として

のものがあると考えています。委員会相互の

連携プレーが円滑になるよう努めていきたい

と考えています。　

出席委員会／秋内　　繁

　今年度は出席率 100％に絶対拘るのではな

く「目標」とすることを事前の打ち合わせで

確認しました。

　又、例会の出席者数の数がの把握が不確定

のために、食事に無駄が出ている状況で、食

事（弁当）に残が生じ、その金額は年間で多

額に及んでいます。例会欠席者の把握に努め

ます。

　昨年度は修正後の例会出席率 100％が途切

れましたが、今年度も出席率 100％を目指し

たいと思います。修正後の出席率 100％を目

指して今年度目標を遂行していくとともに、

本来の姿である当クラブ例会出席率の向上も

目指します。

　なお出席委員は例会時に早めに出席し、会

員を笑顔で出迎えます。（当番制）

今年度目標

①修正後の例会出席率 100％を目指します

②当クラブ例会出席率の向上を目指します。

③例会欠席者の確認に努めます。

　欠席の場合は前々日（月曜日）迄に事務局

　へ連絡お願いします。（全会員）

④例会の出席報告担当を当番制にします。

親睦委員会／北澤　正浩

　ロータリーの活動の基本は例会での会員相

互の対話と親睦を深める事による心の結束で

あると考えます。新川会長も「楽しいクラブ、

活気あるクラブ」を目指して今年度は親睦に
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日日時時 平成 27 年 7 月 1 日（水） 
18 時 30 分より 

 
場場所所 クラブ事務所 

 

出出席席者者  
新川尚 青木邦弘 福村正 関口友宏 五十嵐正 田川富男  
安藤公一 増田嘉一郎 佐藤真吾 二宮麻理子 市川慎二  
欠欠席席者者

 
地区  7 月 14 日（火）15：00～ 地区拡大増強セミナー ソシア21 新川・松本  

7 月 20 日（月）13：30～ 地区ローターアクト合同例会 ザサウス

7 月 25 日（土）15：00～ 地区ＩＡ委員会・ＩＡＣ提唱ＲＣ・

ＩＡＣ顧問教諭合同会議                 桐蔭学園  新川  
17：15～ 第１回インターアクト海外研修 

オリエンテーション  桐蔭学園  新川  
クラブ

 
7 月 22 日（水）例会時 第三回クラブ協議会・ガバナー補佐来訪  例会所  
8 月 5 日（水）例会時    箕田ガバナー公式訪問  例会所  

 8 月 5 日（水）18：30～ 第七回理事役員会                      クラブ事務所

 

  

1 ククララブブ計計画画書書承承認認ににつついいて

  
 本日の例会時に配布したクラブ活動計画書について、承認の審議を諮り、

 
提案の通り承認された。 承認

 2     広報・ＩＴ・Ｒ情報委員会の名称及び細則改正について  
広報・ＩＴ・Ｒ情報委員会の名称を、研修・広報委員会へと変更とする。

 

  

承認

 3 交交換換留留学学生生受受入入ににつついいてて  
 横浜瀬谷ＲＣより依頼のあった交換留学生の受入れ先候補を、理事を通じて 
 各会員に働き掛ける。 
 当クラブから過去に推薦で出した交換留学生にも受入れ先候補として声を掛 
けられるよう、事務局の佐藤さんにリストアップして頂く。 承認

 4 体体験験例例会会準準備備ににつついいてて  
 理事会で卓話者の候補を募った所、数名の候補者があがり、体験例会に向けて

 アプローチをしていく。尚、卓話者が決まり次第、案内作成を行う。 承認

 

【審議事項】 

【報告事項】

5 そそのの他他  
　　①二俣川商店街より、よこはま旭区落語・演芸祭りへの協賛金の依頼があり、審  

議した結果、クラブの財政上の理由により、クラブ主催のもの以外は原則廃止  
として決議された。但し、理事会で必要と判断した場合はその限りではない。   

　　②事務所移転先については、今年度も引き続き検討していく。  承認

 

2015～2016年度　第六回 理事会議案書 

細則改正については、第８条　委員会　第１節（８）及び第６節の表記

の名称を別紙の通り変更とする。※別紙参照

  太田勝典

      

横浜旭ロータリークラブ細則改正案 
2015.7.1 

現行 改正案 
第８条 委員会 
第１節 
 クラブの各委員会は、クラブの年次目標と長期目 
標を達成するために、活動を調整する。本クラブは、 
以下の委員会を設ける。 
Ⅰ．クラブ奉仕委員会 
  １）出席委員会 
  ２）会員増強・職業分類委員会 
  ３）クラブ会報委員会 
  ４）親睦委員会 
  ５）雑誌委員会 
  ６）会員選考委員会 
  ７）プログラム委員会 
  ８）研修・ロータリー情報・広報・ＩＴ委員会 
第６節 
 研修・ロータリー情報・広報・ＩＴ委員会委員長は、 
研修リーダーを務める。 

第８条 委員会 
第１節 
 クラブの各委員会は、クラブの年次目標と長期目 
標を達成するために、活動を調整する。本クラブは、 
以下の委員会を設ける。 
Ⅰ．クラブ奉仕委員会 
  １）出席委員会 
  ２）会員増強・職業分類委員会 
  ３）クラブ会報委員会 
  ４）親睦委員会 
  ５）雑誌委員会 
  ６）会員選考委員会 
  ７）プログラム委員会 
  ８）研修・広報委員会 
第６節 
 研修・広報委員会委員長は、研修リーダーを務め

る。 


