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■会長報告
　皆様こんにちは、お盆休みはいかがお過ご

しでしたでしょうか。私は家でダラダラと過

ごしてしまいました。まだまだ暑い日が続き

ますので、お体には十分お気を付けいただき

たいと思います。

　矢田会員、お久しぶりです。本日の終戦記

念卓話宜しくおねがいします。

　箕田ガバナーと一樂ガバナー補佐より先日

のクラブ公式訪問のお礼がきておりますので、

代読いたします。

　安藤達雄会員より退院のお知らせがきまし

たので代読いたします。ゆっくりと静養して

いただき、また元気なお姿を見せて頂きたい

と思います。

○地区関係

１）地区大会記念

　ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会

日時　10 月５日㈪ 8：00 ～

場所　程ヶ谷カントリー倶楽部

申込締切　９月 11 日

　取り纏めを安藤公一会員にお願いします。

２）横浜東 RC 故 岩宮　浩会員お別れの会

日時　９月８日㈫ 13：00 ～

場所　横浜ベイシェラトン　

　　　ホテル＆タワーズ５Ｆ「日輪」

　詳細は事務局へお問い合わせ下さい。

３）クラブ社会奉仕委員長会議

本日の出席数       24 名会  員  数 　 　 　 32 名

本日の出席率　88.89％ 修正出席率      85.17％

「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　ＳＡＡ　 二宮麻理子

■開会点鐘　会　 長　新川　　尚

■斉　　唱　手に手つないで　　　
　　　ＳＬ　福村　　正　　

■出席報告

■本日の欠席者　　　　　
齊藤、滝澤、松本

■他クラブ出席者
増田（宇部西 RC）、新川（地区）

■ビジター
高橋　更一様（横浜瀬谷 RC 会長）

平本　玲子様（横浜瀬谷 RC 幹事）

■ゲスト
朝倉　春菜様（R財団奨学生）

■誕生記念祝
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日時　９月 28 日㈪ 15：00 ～

場所　メモワールプラザソシア 21

　田川委員長、出席宜しくお願いします。

４）第５グループ会長・幹事会

日時　９月 16 日㈬ 18：00 ～

場所　新横浜国際ホテル

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜あざみロータリークラブ

日時　９月 9日㈬合同例会

　　　川崎北ロータリークラブと

場所　クイーンアリスガーデンテラス日吉

　　　横浜市港北区日吉 4-1-1

　　　慶応義塾大学日吉キャンパス協生２階

■箕田ガバナーより御礼
　過日貴クラブに公式訪問をさせていただき

ました折には、会長・幹事を始め会員の皆様

に温かくお迎え頂き、まことに有難うござい

ました。

　会長・幹事、研修委員長等教育担当者との

懇談会におきましては、本年度の活動方針を

伺い、また例会では、会員各位にお目にかかっ

て貴クラブのご様子を拝見し、期待を大きく

した次第です。

　K.R. ラビンドラン RI 会長の掲げられまし

たテーマ『世界へのプレゼントになろう』の下、

私達に与えられた情熱と才能を残る人生とい

う限られた時間の中で最大限に発揮し、世界

の人々の為に捧げて行こうではありませんか。

　末筆ながら、貴クラブの益々のご発展と会

員皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

■瀬谷ロータリークラブより挨拶
会長　高橋更一様

　先日は、新川会長、市川幹事のお二人で瀬

谷クラブにお越し頂き有難うございました。

本日は平本幹事と共に伺いました。一年間宜

しくお願い致します。

　本年、瀬谷クラブでは交換留学生を預かっ

ております。前会長からもお願いがあったと

思いますが何かご協力願えれば助かります。

以前は３クラブで行事を行っておりましたが、

２クラブとなりより一層濃いお付き合いが出

来ると思います。どうぞ宜しくお願い致しま

す。

幹事　平本玲子様　

　旭ロータリークラブの皆様こんにちは。日

頃は大変お世話になりまして有難うございま

す。又、先日はお忙しい中、新川会長、市川

幹事にお越し下さいましてお礼申し上げます。

本年度幹事を務めます。どうぞ今後ともよろ

しくお願い致します。

■研修発表　　　　　　　          　北澤　正浩

識字率向上月間について

　8/12 ㈬午後６時から、安藤公一研修広報委

員長、後藤英則会員、特別ゲストとしまして

桜田裕子さんをお呼びして識字率向上月間に

ついて話し合いました。

　まず識字率についてですが、日本では読み

書きができると言う事は当たり前のことです

が、地球上では成人の５人に１人にあたる

７億 7,600 万人の人々は読み書きができない

と言われており、その３分の２は女性です。

読み書きができないと必要な情報を手に入れ

ることができず不利益を被るばかりか、意志

や要求を書面で伝えられず社会的な権利が大

幅に制約されます。本人ばかりでなく、国や

地域の発展にとっても不利益になります。

○ロータリークラブとして何ができるのか ?

　識字率の向上は 1986 年以来、国際ロータ

リーの強調事項であり「基本的教育と識字率

向上」はロータリーの 6 つの重点事項に指定

されていますが、地域の識字水準がその地域

の生活水準に直結するとの観点から、

・世界中で識字能力の大切さを強調する

・ロータリー独自の識字率向上プログラムを

　開発する

・世界的に識字率撲滅の努力をする

　など識字率の問題を再認識し、ロータリア

ンの意識を向上する為に９月を識字率向上月

間に定めました。

　この月間中に読み書き、計算のできない人

たちを援助するためにロータリー地域社会共

同体、ローターアクトクラブ、インターアク

トクラブ、世界社会奉仕、ロータリーボラン

ティア、その他既存のプログラムを通して、

識字率向上に取り組んでいます。

　具体的には全世界のすべての人たちが読み
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に住む若い音楽家を応援し、facebook にも活

躍を広めてくださったりしています。大変素

敵なカウンセラーの方を紹介して下さり、本

当にありがごうございました。ずっと決まら

なかった住まいの方もとりあえず決まりまし

た。まだまだ不安の方が大きく想像つかない

ことだらけですが、せっかく頂いた機会を精

一杯大切に学んで参りたいと思います。皆様

の中でウィーンにお越し下さることがありま

したら、ぜひ案内させていただきますのでご

一報下さい。一年後の夏、再び皆様の前で元

気に帰国報告させて頂けるよう精進して参り

ます。有難うございました。   

■雑誌委員会   　　　　　　　　 五十嵐　正

８月の友の紹介○横組み

１）p7 ～仲間を増やすためにとし、現状の状

況をデータで紹介されております。p8 の女性

会員の割合を世界の状況が紹介され、その中

で日本は 5.34％、紹介資料の中では最下位で

す。世界平均では１クラブの会員数は 35 名内

女性会員は約７名だそうです。我がクラブは

現状 32 名内女性会員は２名ですから、女性会

員をあと５名入会すると、ほぼ世界平均にな

るようです。

２）現状データの紹介から、p11 へ進むと、

金沢百万石クラブの会員候補を招待した特別

例会「オープンロータリー」として、まさに

我がクラブも行っている体験例会の記事が紹

介されております。その中で、「私の○○なロー

タリー」と題し、全会員が各自１分間でロー

タリーを紹介したとあります。中々面白い企

画だと思いました。

３）p12 からは会員親睦に重要な役割を持つ

例会の食事について、さまざまな工夫を凝ら

した食事内容や経費節減への取組が紹介され

ております。毎月第３例会は「うどんの日」

と称して、地元名産の「うどん」を例会に提

供している東村山 RC、煮込みうどんをみんな

で囲む名寄 RC、会員の奥様の協力を得て家庭

料理を持ち寄る川本 RC、また、食費の無駄を

省くため、食事券を発行し、食事希望者は事

前に予約するといった京都平安 RC などの取り

組みが紹介されております。この記事を読み

まして、今度食をテーマにした体験例会も面

白いのではないかと思いました。

○縦組み

１）p4 の今月のスピーチでは

書きができるように、発展途上国のへき地の

村に学校を建設する、教科書、鉛筆、ノート、

書籍を贈ったり、ボランティアで非識字者に

教える等の活動をロータリークラブは行って

います。

　文字が読めないと良い仕事に就くことがで

きず、生活は貧しくなります。

　貧しいが故にその子どもたちは学校に通う

事ができず、文字を覚えることもできません。

そして、良い仕事を見つけることができず、

貧しい暮らしを強いられます。

　こうした貧困の連鎖を断ち切るためにも。

私たちロータリアンたちは世界中のいろいろ

な地域で、全ての人たちが読み書きできるよ

う、活動を続けていきましょう。

■ R 財団奨学生　朝倉春菜さんより　　　　

　皆様、こんにちは。来月の出発を前に皆様

にご挨拶と経過報告をさせて頂きたく参りま

した。おかげ様で留学先準備もおおよそ終え

ることができ、今日の例会が出発前の最後と

なってしまいました。初めて旭ロータリーク

ラブさんの例会に参加した時から、温かく迎

えて下さり、励ましの言葉を頂きましたこと、

大変感謝しております。有難うございました。

色々な分野の方々の卓話を伺うことができた

こと、美味しいお弁当をいただいたこと、皆

さんとロータリーの歌をうたったこと等。向

こうのウィーンのクラブに行ってもお話しよ

うと思います。

　ウィーンで私のホストカウンセラーになっ

てくださった Kurt deutsh さんは大変親身に

相談にのって下さる方です。以前ロータリー

でウィーンに留学していた先輩に deutsh さん

のことを伺ったら一見いかつくて怖く見える

けど、気さくで優しい方だと話して下さいま

した。又、deutsh さんは大変音楽に造詣が深

く、休みの日に音楽会を催したり、ウィーン



– 4 –

下関教育長の波佐間さんの、学校と地域を絆

でつなぐ「命の教育」をテーマにした取組の

お話が紹介されております。学校と地域を絆

でつなぐ組織づくり、10 年前の４月 13 日に

市内の中学校で、生徒が自ら命を絶つという

不幸な出来事を教訓に、その日を「下関市い

のちの日」と制定し、「命の尊厳」について考

える日と定め、「下関市みらい塾」と称し、３

人の講師が直接生徒に語りかける活動が紹介

されております。記事の後半はロータリアン

向けの内容になっております。

２）p9 わがまちそしてロータリーは、今月は、

今桜島に噴火が心配されております、鹿児島

県指宿市が紹介されております。

３）最後に、p21 の柳壇では、今月も常連の

吉原さんの句が紹介されております。

■ロータリーの友事務所より再募集の件
　2015-16 年度ロータリーの友 12 月～３月

号、、５月号の表紙写真を再募集いたします。

是非とも多くの方にご応募いただきたく何卒

宜しくお願い致します。

　締切 2015 年 10/10、お一人３点迄

　ご不明な点は友事務所にお願いします。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

新川　　尚／①瀬谷 RC 高橋会長、平本幹事よ

うこそ！、朝倉さん、ようこそ。②矢田さん、

お久しぶりです。卓話よろしくお願いします。

市川　慎二／①横浜瀬谷 RC 高橋会長、平本幹

事、お忙しいなかご訪問有難うございます。

朝倉さん、ようこそ。②矢田先生、お顔を見

れて嬉しいです。

矢田　昭一／残暑お見舞い申し上げます。

佐藤　利明／①瀬谷 RC 高橋様、平本様ようこ

そ。②矢田先生、卓話よろしくお願いします。

③毎日高校野球熱く観戦しています。

関口　友宏／①瀬谷 RC 高橋会長、平本幹事よ

うこそ。②矢田さん、お久し振りです。お元

気そうで何よりです。

五十嵐　正／①瀬谷 RC 高橋さん、平本さん、

ようこそ。②矢田さん、お久し振りです。本

日の卓話よろしくお願いします。

安藤　公一／①矢田先生、卓話宜しくお願い

致します。②瀬谷 RC 高橋会長、平本幹事、よ

うこそいらっしゃいました。③父、達雄は 16

日に退院し、現在自宅療養中です。来月には

例会に参加することができると思います。

後藤　英則／①矢田会員、お久しぶりです。

卓話宜しくお願いします。②瀬谷 RC 高橋様、

平本様、ようこそいらっしゃいました。

佐藤　真吾／①横浜瀬谷 RC 高橋会長、平本幹

事ようこそ。財団奨学生朝倉さん、ようこそ。

②矢田さんお久しぶりです。卓話宜しくお願

い致します。

漆原恵利子／①瀬谷 RC 高橋会長、平本幹事よ

うこそ。朝倉様、ようこそ。②矢田園長、卓

話楽しみです。

二宮　　登／矢田さん、今日の卓話楽しみに

しています。

岡田　清七／矢田会員の終戦記念卓話、戦争

を知らない年代が多くなる今、よろしくお願

いします。

内田　　敏／矢田先生、本日の卓話楽しみで

す。よろしくお願い致します。

吉原　則光／矢田さん、本日の卓話、終戦後

70 年もたつとかけがいの無い体験で後の世に

語り継ぐべき思いで一杯です。よろしくお願

いします。

福村　　正／ yCV に「街ひと来たる」という

番組があり今月は旭ロータリーチャリティー

コンサートの風景が一部入っています。

青木　邦弘／矢田さん、お久しぶりです。今

日は宜しくお願いします。

二宮麻理子／矢田さん、おひさしぶりです。

本日は卓話よろしくお願い致します。

杉山　雅彦／矢田会員、お久しぶりです。お

元気そうで何よりです。卓話、楽しみにして

います。

増田嘉一郎／ボーイスカウトの世界ジャンボ

リーに参加してきました。死ぬほど暑かった

です。会場で宇部西 RC が移動例会を開いてく

れたのでメークアップしてきました。バナー

も貰ってきました。

■終戦記念卓話　      矢田　昭一

　皆さん、こんにちは。1 年ぶりの例会に出

席できて喜んでおります。でもいまだに腰痛

と歩行困難で不自由な生活です。

　さて本日の卓話は私が所蔵している貴重な

記録フイルムで 60 年前に購入したものです。

皆さんそれぞれの思いでご覧ください。例会

終了時間となりましたら、うちきりとします。
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■次週の卓話
　9/2 ㈬　社会奉仕フォーラム 「決議 23-24」 
　　　　　田川　富男会員        　　　　　　
　　　　　　　　　　週報担当　漆原恵利子

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日時 平成 27 年 8 月 5 日（水） 
   18 時 30 分より 
場所 クラブ事務所 

 

【報告事項】 

 

 

出席者 新川　尚　福村　正　関口友宏　五十嵐正　田川富男

　　　 安藤公一　佐藤真吾　二宮麻理子　市川慎二 
欠席者 青木邦弘 増田嘉一郎 太田勝典 

2015～2016年度 第七回 理事会議事録

地区 
8月1日 （土）10：00～  IAC サマーミーティング       　  ワールドポーターズ      佐藤真吾 
8月3日 （月）15：00～  クラブ研修・広報委員長会議     ソシア21      新川 安藤
8月6日 （木）15：00～  クラブ青少年奉仕委員長会議     ソシア21      佐藤真吾 
8月27日 （木）12：00～  事務局連絡・懇親会        新横浜国際ホテル      事務局佐藤
                           会費5000円をクラブより支出 
8月22日 （土）11：00～ IAC海外研修オリエンテーション 新横浜プリンスホテル  佐藤真吾 
8月30日 （日） 7：10～ 米山奨学生・学友・夏季レク    　 ホテルキャメロット    
9月4日 （金）14：00～ 日韓親善会議          　プリンスホテル新高輪 
9月7日 （月）15：00～ 地区ロータリー財団セミナー      ソシア21      新川 齋藤 
クラブ  
8月5日 （水） 例会時 箕田ガバナー公式訪問          　例会場  
9月2日 （水）18：30～ 第八回理事会                      　クラブ事務所 
○事務局の夏休みについて  
　8月10～8月14日 
○例会時の食費について 
　謝朋殿と話し合いのもと、一食2000円（税込）6万円を保障として成立した。
○クラブ事務所移転について 
　移転先候補として、横浜銀行鶴ヶ峰店の下見を行った。 
　結果、エアコンが無く、設置も難しい為、移転は難しいとの報告が会長よりあった。
　事務所については引き続き探していきます。候補がありましたらご連絡ください。

【審議事項】 
1 体験例会について   
　　卓話者として、大橋ボクシング事務所属の八重樫東氏に決定した。   
　　謝礼は3万円とする。    
　　案内を作成し、各会員より3枚程配布して頂く。                 承認
2 区民まつりについて
　　今年度は復興米を販売する。その際、てんでんこも配布する。      
　　直送販売も検討する。     
　　テントの半分は、ＮＧＯアジアの女性と子どもネットワークが出展する。      
　　メインステージは、前回までと異なり、神社側となった。      
　　ステージの出し物として、予算5万円前後（交通費込・弁当別）でチアリーディング 
　　又はフィリピン舞踊を検討する。      
　　今年も風船の出店に声を掛ける。                                           承認    
3  その他
① 10月5日(月)に開催される、ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会については 安藤公一会員に一任とする。
② 来月の理事会で、今後のチャリコンについて、部会の立上げ、継続、予算等を検討する。       
③ 岩沼ＲＣと今後の支援について検討したらどうか。                   
④ 職業分類表の記載を変更したらどうか。また、一般公開してみたらどうか。        
⑤ 例会の食事を、仕立屋と謝朋殿と同様の内容で、月替わりで行えるか交渉する。 　 承認
                                            以上                               
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平 成 2 7 年 度 ７ 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

％

％

％

％

８日

％
95.46

秋　内　　繁

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

福　村　　　正

後　藤　英　則

市　川　慎　二

五十嵐　　　正

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

太　田　幸　治

齊　藤　善　孝

27
26

１日

96.30

27
26 96.30

26
25 96.15

26
26 100

100

100

100

100

80

100

100

100

80

100

100

100

60

100

60

100

100

100

100

0

0

0

0

20

0

20

20

20

0

0

0

0

80

40

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

120

120

100

100

100

100

60

180

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

100

80

100

100

100

67

100

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

33

0

100

100

100

100

100

100

80

100

100

100

100

100

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

杉　山　雅　彦

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

滝　澤　　　亮

内　田　　　敏

漆　原　恵利子

矢　田　昭　一

吉　野　寧　訓

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

－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－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

％

％

24
23 95.83

24
23 95.83

15日

％

％

29
27 93.10

29
29 100

22日

－出席規定免除－

％

％

27
22 81.48

27
23 85.19

29日


