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本日の出席数       27 名会  員  数 　 　 　 32 名

本日の出席率　96.43％ 修正出席率      　100％

「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

■司　　会　副 SAA　 齊藤　善孝

■開会点鐘　会　 長　新川　　尚

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想　　　
　　　ＳＬ　秋内　　繁　　

■出席報告

■本日の欠席者　　　　　
増田

■他クラブ出席者
増田（東京銀座 RC）

■ビジター
箕田　敏彦様（2590 地区第 5G ガバナー、横浜 RC）

田井　勝馬様（第 2590 地区副幹事、横浜 RC）

一樂　祥子様（第５Gガバナー補佐、横浜あざみ RC）

■ゲスト
宋　　謹衣様（米山奨学生）

■８月誕生記念祝

内田　　敏会員　　　　8.9

矢田　昭一会員　　　　8.13

二宮麻理子会員　　　　8.20

■会長報告
　皆様こんにちは、連日猛暑が続いておりま

すが、熱中症にくれぐれもお気を付け下さい。

　今週はガバナー公式訪問です。箕田ガバナー

ようこそおいでくださいました。後ほど卓話

を頂戴したいと思います。

先週の木曜日（30 日）に入院中の安藤達雄会

員のお見舞いに市川幹事、関口会員と共に行っ

て参りました。顔色も良く経過は順調なご様

子でした。14 日に手術を受け、気がついたの

は 17 日だったと驚くことを笑って話しておら

れました。暑さが収まる頃にはご出席頂ける

様願っております。当クラブの慶弔規定に基

づきお見舞金をお渡ししました。

　昨年度の「出席率優秀クラブ」の表彰状が

届いております。回覧します。
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○地区関係

１）今週月曜日（３日）メモワールプラザソ

シア 21 にてクラブ研修・広報委員長会議が開

催され、安藤公一委員長と共に出席して参り

ました。後ほど安藤委員長より報告があると

思います。

２）インターアクト海外研修　結団式

日時　８月 22 日㈯ 12：00 ～

場所　新横浜プリンスホテル３Ｆ

　　　ファンタジア

　　  佐藤真吾委員長、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

○新横浜ロータリークラブ

日時　８月 14 日㈮休会

日時　９月 11 日㈮→ 13 日㈰夜間例会

　　　職場訪問　盲導犬ハーネスセンター

日時　10 月２㈮→ 13,14 日地区大会

日時　12 月 11 日㈮→９日㈬夜間例会

　　　　RAC 合同クリスマス会

日時　12 月 25 日㈮休会

○大和ロータリークラブ

日時　８月 18 日㈫→夜間移動例会

　　　点鐘　18 時 30 分

場所　大和商工会議所３階

■研修・広報委員会 　　　　　　安藤　公一

　８月３日㈪ 15 時よりソシア 21 において、

地区研修・広報委員セミナーに新川会長と参

加してきました。

　蓑田ガバナーの地区方針に最初に書かれて

いるように、今年度教育研修に力を入れて実

施しようという事になっております。研修・

教育の重要性を今回のセミナーを通じて再認

識し当クラブの研修プログラムを遂行してい

こうと言う気持ちを新たにした次第です。引

き続き皆様のご協力をお願い致します。

■親睦委員会　　　　　　　          北澤　正浩

　来月に卓話者としてお越しいただく、大橋

ボクシング事務所所属、八重樫東選手のタイ

トルマッチが８月 20 日㈭後楽園ホールで行わ

れます。試合のチケットがありますので、希

望者は北澤まで声をかけてください。

■社会奉仕委員会 　　　　　　     田川　富男

　先日、新川会長、福村副委員長が旭区役所

地域振興課において、恒例のプロジェクトで

ある第５回旭ロータリークラブチャリティー

コンサートの開催について、話し合いが行わ

れました。

　来年１月 11 日、保土ヶ谷公会堂（星川）に

て実施する事になりました。会員皆様のご協

力をお願い致します。

■青少年・インターアクト委員会    佐藤　真吾

　８月１日㈯地区 IAC サマーミーティングに

出席してきました。

　IAC19 クラブの内 16 クラブが参加（顧問教

諭 15 名・学生 91 名）し、今回初めて台湾の

IAC も参加していました。残念ながら当クラ

ブ提唱の商大高校 IAC は不参加でした。

　プログラムは午前中は２つの基調講演と午

後は交流会という内容でした。はじめの基調

講演はホスト校であるクラーク記念国際高等

学校横浜青葉キャンパスの学校長である三浦

恵美理さんから、父で冒険家でありクラーク

記念国際高等学校校長である三浦雄一郎さん

の体験談などを交えた講話で、続いての基調

講演は国連 WFP 協会顧問である忍足謙朗さん

から世界の深刻な飢餓の状況などの講話でし

た。私が聞いてもとても興味深く、勉強にな

る講話の内容でした。IAC の学生たちも有意

義な時間が過ごせたのではないかと思います。

■米山奨学生 宋さんより  
　本日の卓話を通してまた、いろいろな事を

知りました。本当にありがとうございました。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

箕田敏彦様 ( 第５G ガバナー、横浜 RC) ／公

式訪問に参りました。宜しくお願い致します。

一樂祥子様 ( 第５G ガバナー補佐、横浜あざ

み RC) ／毎日暑い日が続いておりますが、皆

様お変わりありませんか、本日は箕田ガバナー

のお伴をして参りました。どうぞよろしくお

願い致します。

田井勝馬様 ( 地区副幹事、横浜 RC) ／本日は、

ガバナー公式訪問に同行させていただきまし

た。よろしくお願い致します。

新川　　尚／①箕田ガバナー、一樂ガバナー

補佐、田井地区副幹事、ご指導よろしくお願

いします。②宋さん、ようこそ。

市川　慎二／箕田ガバナー様、田井様、一樂様、

宋さん、本日はご多忙の中お越し頂きまして

有難うございます。ご指導、ご鞭撻宜しくお

願い致します。

二宮麻理子／①箕田ガバナー、一樂ガバナー
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　「ここにおられる皆さんは、多くを与えられ

た方々です。そして今、皆さんに最高のプレ

ゼントが与えられようとしています。それは、

授けられた才能と持ちうる力の限りを尽くし

て ､" 世界へのプレゼント " となることのでき

る１年です。このために皆さんに与えられた

時間は１年です。この時間はあまりに短く、

成すべきことはあまりに多くあります。次年

度、信念、情熱、才能を捧げるだけでなく、

皆さん自身を世界へのプレゼントとして捧げ

て下さい」

  会長はさらに、「私たちは、ポリオのない未

来をプレゼントすると世界の子供達に約束し

ました。私たちは闘いを続け、必ずや勝利し

ます」と続け、ロータリーが世界にもたらす

ことの出来る影響の良い例がポリオ撲滅であ

ると述べました。25 年前にロータリーがポリ

オ撲滅の目標を掲げたとき、125 カ国にポリ

オウィルスが常在し、毎日 1,000 人以上の子

供がポリオによる麻痺障害の犠牲となってい

ましたが、現在残るポリオ常在国はアフガニ

スタン、ナイジェリア、パキスタンの３カ国

のみ。2014 年に報告されたポリオの症例数は

僅か 333 件だけでした。

　続けて、ロータリーのもう一つの課題であ

る会員増強についても触れました。「私たちの

組織を形づくった基本に立ち返る方法を模索

しなければ成りません。それは、人生のあら

ゆる場面における高い倫理基準と、各クラブ

の人材の多様性を奨励する職業分類システム

です」と述べ「これらはロータリーの成功に

欠かすことができず、なおざりにすれば、自

らを危険に陥れることになるでしょう」と訴

えました。

　ブランディングの取り組みもロータリーの

発展にとって極めて重要であり、「世界の多く

補佐、田井地区副幹事、ようこそいらっしゃ

いました。②誕生日祝い有難うございます。

内田　　敏／①ガバナー箕田様、本日は宜し

くお願いします。②誕生日のお祝い有難うご

ざいます。

吉原　則光／猛暑のところ、蓑田ガバナー、

一樂ガバナー補佐、おいでいただき有り難う

ございます。よろしくお願いいたします。

安藤　公一／箕田ガバナー、一樂ガバナー補

佐のご来訪を歓迎致します。本日は宜しくお

願い致します。

秋内　　繁／①配偶者の誕生日の花のプレゼ

ント有難うございました。②蓑田ガバナーよ

うこそおいで下さいました。

佐藤　利明／箕田ガバナー、一樂ガバナー補

佐、猛暑の中ご苦労さまです。ご指導よろし

くお願いします。

滝澤　　亮／箕田ガバナーようこそいらっ

しゃいました。本日は宜しくお願い致します。

二宮　　登／ガバナーをお迎えして。

関口　友宏／箕田ガバナー、一楽ガバナー補

佐、田井地区副幹事、お暑い中ようこそ。

太田　勝典／箕田ガバナーの訪問を祝して。

五十嵐　正／箕田ガバナーをお迎えして。ガ

バナー補佐一楽さん、地区副幹事田井さん、

ようこそ。

後藤　英則／箕田ガバナーようこそ。

今野　丁三／ガバナーをお迎えして。

佐藤　真吾／箕田ガバナー、一樂ガバナー補

佐、田井地区副幹事ようこそお越し下さいま

した。米山奨学生、宋さんようこそ。

岡田　清七／箕田ガバナー、暑い中クラブに

おいで下さいまして有難うございます。よろ

しくご指導お願いします。

福村　　正／①蓑田敏彦ガバナー、一樂祥子

ガバナー補佐をお迎えして。ご指導宜しくお

願いします。②松本さん、先日は楽しいひと

ときを有難うございました。お世話になりま

した。

■ガバナー公式訪問記念卓話　      箕田　敏彦

　サンディエゴで開幕した国際協議会で、

K.R. ラビンドラン国際ロータリー会長が

2015-16 年度のテーマ「世界へのプレゼント

になろう」を発表しました。

 この日を「人生で最も大切なとき」と呼んだ

会長エレクトは、次の様に述べました。
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の地域で薄れつつあるロータリーのイメージ

を変える必要がある」と主張されました。

　さらに、ロータリー財団への寄付を推進し、

新会員を迎え入れ、現会員の積極的な参加を

奨励することの重要性も強調する会長でした。

「各課題に対する簡単な答えはありません。し

かし何とかして答えを見つけなければなりま

せん。それを見つけるのは、ほかでもない私

たちです」と訴えました。

　最後に会長は「今こそ真の変化を成し遂げ

るとき」と述べ、次のようにしめくくりました。

「これからの 1年は、永遠に持続する“記念碑”

を築くために与えられた時間です。この記念

碑は、御影石や大理石に彫られるものではな

く、今後何世代にもわたって人びとの人生と

心に刻まれるものです。この機会は二度と訪

れるものではありません。今このときを逃が

さずに生かそうではありませんか」

○ロータリーの原点を大切にしよう

　地区方針を「ロータリーの原点とその心を

大切にしましょう」としています。

　ポール・ハリスはなぜロータリーを始めた

のか？ポールは田舎から都会に出て弁護士と

して開業し、知人はいるものの友人ができず

大変寂しい思いをしていました。この都会に

は同じ思いをしている人が大勢いるのではな

いかと、親しい友人の集まりとしてロータリー

クラブを設立しました。その後入会したアー

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」を提唱、

ロータリーの心ともいうべきこの言葉は現在

ロータリーの公式標語として親しまれていま

す。我々はこのロータリーの原点とロータリー

の心をもう一度心に刻み直し、活動していこ

うではありませんか。

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りま

す。各クラブにおいては、会長はクラブ研修

リーダーを任命してください。クラブ研修リー

ダーには、①年度のクラブ研修を充実し、年

次目標の達成を支援すること　②他のクラブ

指導者と協力し長期的な視野で会員の指導力

開発を推進すること　③増強委員会と協力し、

単に定款・細則やロータリー用語の解説に止

まらない新会員の研修を企画、実施すること

が望まれます。

２）地区での会合には参加しましょう

　地区内の様々な会合（地区大会・IM 等）には、

クラブ全員で参加しましょう。他クラブロー

タリーアンとの交流は、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。

　ロータリーの組織構造は地域に密着したも

のです。地域に密着したロータリー活動を通

じて一人一人の才能・知識・能力・努力・献身・

熱意等をプレゼントすることで、クラブが地

域に根ざし、存在感を発揮し、イメージアップ、

会員増強につながります。

４）長期計画（戦略計画）を立てましょう

　各クラブは５年先を見据えて長期計画を立

て、夢を持って前進しましょう。

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

　各補助金を効果的に活用し、その意義を認

識することは、寄付増進にもつながります。

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

　国際親善と世界平和に寄与したいとの願い

から始まり、日本最大の民間国際奨学事業と

なったこの日本のロータリー独自の多地区合

同活動をより発展させていきましょう。

７）会長賞に挑戦しましょう

　本年度の会長賞は、クラブ活動の成果が測

定しやすく、また、実施することでロータリー

が強化され、より効果的な奉仕活動ができ、

認知度と公共イメージの向上にもつながるよ

う各項目が設定されています。クラブの年度

計画策定時に盛り込み、ぜひ挑戦してくださ

い。

　最後に、ロータリーの原点は親睦と奉仕で

す。また、ロータリーの基本は、地区ではな

くクラブです。クラブの活性化が大切です。

どうか今年も、増強にもうひとふんばり、よ

ろしくお願いします。

　ありがとうございました。

■次週の卓話
　8/26 ㈬　会員増強フォーラム
　　　　　  松本　英二会員        　　　　　　
　　　　　　　　　　週報担当　杉山　雅彦


