
２０１６年６月１日 第２２４５回例会　VOL. ４７　No. ４３

■司　　会　幹　事　市川　慎二

■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　
後藤、斎藤、佐藤（真）

■６月誕生記念祝

北澤　正浩会員　　　　　6.12

■会長報告
　皆様こんにちは、今日から６月です。今年

度も残り少しとなりました。先週は今期最後

のクラブ協議会が行われ、各委員会から今期

の活動報告をして頂き有難うございました。

活動報告書の準備をお願いします。
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　先週末は高校生の被災地体験プロジェクト

が催行されました。チャリティーコンサート

に出演した横浜隼人高校軽音楽部の生徒 10 名

と生徒会役員２名、引率の先生２名、総勢 14

名で被災地を見学して来ました。初日は同じ

くチャリティーコンサートに出演した常盤木

学園の生徒と岩沼 RC が提唱している名取高校

のインターアクト生と共に植樹祭に参加しま

した。芸能人が何人も参加する大イベントで

来場者は 12000 人だったそうです。翌日は中

浜小学校、林ライス、日和山と見学しました。

生徒達には何か得るものがあったと思います。

再来週 15 日の例会に生徒達に来てもらい、報

告する予定になっておりますので、お楽しみ

にしていただきたいと思います。又、生徒の

感想文をまとめ、報告書という形で会員皆様

にご報告いたします。同じ日程で北海道の千

歳セントラルロータリークラブの会員 29 名も

来訪されており、岩沼 RC はてんてこ舞いの様

子でした。同行して頂いた会員も皆様ご苦労

様でした。取りまとめをしていただいた五十

嵐会員有難うございました。またこのような

機会が持てればと思います。

■幹事報告
１）６月ロータリーレート

    １ドル＝ 110 円

本日の出席数       23 名会  員  数 　 　 　 31 名

本日の出席率　 88.46％ 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
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２）今年度クラブ活動報告書の作成を６月末

までに、市川まてお送り下さい。

３）本日午後６時 30 分より、第 17 回新旧合

同理事会を仕立屋にて開催いたします。

■次年度幹事より　　　　　　  　北澤　正浩

１）次年度のクラブ活動計画書を早急に提出

して下さい。

２）次年度クラブ協議会を６月８日㈬例会終

了後、２時～クラブ事務所にて行います。

■災害対策委員会報告　　　　  　五十嵐　正

　５月 28、29 日に隼人高校の生徒 12 名を被

災地岩沼に引率してまいりました。参加者は

生徒 12 名顧問の先生２名、そしてクラブ会員

は、新川会長、社会奉仕委員長田川氏、青少

年委員長の佐藤真吾氏、災害対策委員会から

安藤公一、五十嵐そして二宮登会員そして、

特別参加として、佐藤さんの息子さんも合流

し、総勢 21 名で行って参りました。

　参加にあたり、二宮麻理子会員提供の紅白

のアメリカハナミズキの２メートルある苗２

本を持参し、電車の天井にぶつかりながらも

生徒達の手助けをうけ、記念植樹の為に持参

しました。昼に岩沼につき、岩沼 RC 会員の出

迎えを受け、名取高校と常盤木学園の生徒達

と合流し、岩沼市主催の植樹祭に参加しまし

た。当日は 12,000 人の参加者で、防波堤に

10 万本の植樹するイベントで、市民の皆さん

と共に植樹のお手伝いをして参りました。因

みに、同じグループに俳優の西村雅彦さんと

一緒になり、生徒達は一緒に記念写真を撮り

ました。その後、千年希望の丘鎮魂碑に北海

道の千歳 RC の方々と合流し、菊の花を献花し

被災された人々のご冥福をお祈り申し上げま

した。それから、その近くに横浜から持参し

たハナミズキの苗を植樹しました。この際二

宮登さんの苗木を愛しむ植樹のやり方に皆感

心し、隼人高校の先生から「私も生徒にとっ

ても、いい勉強になった」とおっしゃってお

りました。

　その後、ホテルに帰り生徒たちは、名取高

校と常盤木学園の生徒達と防災についての討

論と、名取高校の小島先生の講義を受けまし

た。その間、会員は岩沼 RC の会員を親睦交流

会を別室で行いました。その際、「岩沼の 50

周年パーティーは 10 月８日㈯に行います。是

非横浜からも大勢の会員さんのお席を用意し

ておりますので、ご祝儀と合わせてお越しく

ださい。」とのことでした。

　翌日朝、生徒たちは竹駒神社に参詣し、そ

の後午前中は山元町の中浜小学校を訪問、元

中学校校長の語り部の方から、当時の状況を

お話を伺いました。その時は、さすがに今ま

ではしゃいでいた生徒たちも、黙ってじぃっ

と聞き入っておりました。

　その後昼食をはさみ、日和山地区の閖上神

社とカナダ館にて津波の映像を見たのち、区

民まつりで販売しました米の生産者、林ライ

スの代表の方から、生産再開までのストーリー

と現状と今後の課題についてお話を伺い、帰

路につきました。時間の関係で、予定してお

りましたメロン組合と仙台空港の視察は出来

ませんでした。今回の視察はとても内容のあ

る行程であったと思います。15日の例会では、

生徒の代表が見え感想を聞かせて頂ける予定

になっております。

　また、今回岩沼 RC に横浜と北海道の２クラ

ブと３つの学校の生徒のお世話をしていただ
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要性を認識し、親睦活動への参加を促し、親

睦活動プログラムへの理解を促すための月間

である。RI 理事会は、プロジェクト、活動、

行事を通じてこの月間を祝うよう、これらの

グループに奨励している。

○横浜旭 RC での親睦活動

・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

・クリスマス・家族親睦会

・親睦旅行

・この指とまれ企画

　（ラグビー観戦・競馬観戦・寄席鑑賞等）

・会員の歓送迎会等

　ロータリークラブは国際的な組織です。世

界的な親睦活動にも目を向けてみてはいかが

でしょうか？

○国際的なロータリー親睦活動とは？

　クラブ内だけでなく国際的に親睦を図る方

法があります。同じ興味や情熱をもつ世界中

の仲間たちと交流できる方法、それが「ロー

タリー親睦活動グループ」です。 ロータリア

ン、ロータリアンの家族、ロータリープログ

ラムの参加者や学友ならどなたでも参加でき

るこのグループは、世界中に会員がいるロー

タリーならではの国際交流の機会です。

○ロータリー親睦活動グループとは

　ロータリー親睦活動グループとは、ロータ

リアンとその配偶者、またローターアクター

から成る以下のようなグループです。

・価値あるレクリエーション活動

　（スポーツ、趣味など）に共通の関心を持つ

・自分と同じ職業を持つ人々との交流を通じ

　て、職業能力を向上させる

・世界中で新しい友人をつくる

・新しい奉仕の機会を探求する

き、とても大変な二日間であったと思います。

改めて、岩沼 RC の方々に感謝申し上げてご報

告としたいと思います。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

新川　　尚／北澤さん、フォーラム宜しくお

願いします。

市川　慎二／①北澤さん、親睦活動フォーラ

ム宜しくお願い致します。②おっ（かない）

にお花を有難うございました！

五十嵐　正／①先日の岩沼被災地高校生視察

旅行にご参加された会員の皆様には大変お世

話になりました。②北澤さん、本日の卓話楽

しみです。

青木　邦弘／①昨夜、火星を見ました。東南

の方向です。②北澤さん、卓話楽しみです。

安藤　公一／①北澤さん、親睦フォーラム宜

しくお願いします。②先週末の岩沼訪問に同

行された新川会長、二宮登さん、五十嵐さん、

佐藤真吾さん、田川さん、お疲れ様でした。

鈴木　茂之／皆さん、こんにちは。先日は家

内の誕生日にお花を頂きまして、誠に有難う

ございました。本人も大変喜んでおりました。

岡田　清七／北澤会員６月 12 日誕生日おめで

とうございます。北澤会員の卓話、勉強します。

二宮　　登／岩沼市の植樹祭ではお世話にな

りました。

滝澤　　亮／北澤会員、本日の親睦活動フォー

ラムよろしくお願いいたします。

吉原　則光／今年度最後の月となりました。

本日の卓話、北澤さんよろしくお願いします。

福村　　正／①新川年度も今月で終了、新川

さん、市川さん、御苦労さまです。②北澤さん、

フォーラム楽しみです。

田川　富男／①岩沼に行って来ました。天気

に恵まれ大成功の植樹祭でした。②北澤会員、

卓話宜しくお願い致します。

北澤　正浩／①誕生日祝い、有難うございま

す。②本日は親睦活動フォーラムなので、国

際的な親睦活動についてお話させて頂きます。

■卓話　親睦活動フォーラム　   北澤　正浩

○６月はロータリー親睦活動月間です。

　レクリエーションや職業で同じ関心を持つ

ロータリアン同士の国際的な親睦と親善の重
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・ロータリーでの活動を楽しみ、充実した経

　験をする

○親睦活動グループの種類はさまざま

　親睦活動グループは、クリケット、ジャズ

といった趣味や関心から、医者や弁護士など

の職業を中心にしたグループまで、実に多岐

にわたります。

　また、親睦だけを目的としたグループもあ

れば、奉仕プロジェクトを実施しているグルー

プもあります。

　ここまでの説明では自分でも判りづらいの

で、こ日本事務局でリソースされている「ロー

タリー親睦活動について」という資料を使い

説明いたします。

○ロータリー親睦活動とは ?

共通の関心を持つロータリアン、配偶者、ロー

ターアクターのグループ：

・レクリエーション活動・趣味・スポーツ

・職業・ロータリーの歴史とカルチャー

○親睦活動グループの具体例

　2013 年 10 月末現在 66 のロータリー親睦活

動グループが国際ロータリーにより認定

・スキー親睦活動・ヨット親睦活動

・アンティーク自動車親睦活動

・写真親睦活動・カーリング

・キルトおよび織物手芸家親睦活動

・自家用機パイロット親睦活動

・スキューバダインビング親睦活動

・キャンピングカー親睦活動

・鉄道愛好家親睦活動

・ワイン愛好家親睦活動

　「ワインそのものや、料理との組合せなど、

ワイン愛好家が関心を持つさまざまな事柄に

ついて学ぶ機会をロータリアンに提供する」

・ゴルフ親睦活動

　国際ゴルファー親睦活動（IGFR) は世界中

でトーナメントを主催、リトアニアから米国

まで世界 13 の支部がある

○ロータリー親睦活動グループに入会する

入会する理由

・ロータリークラブ、地区、国の壁を越えた

末永い友情を築く機会をつくる

・国際理解と世界平和に貢献する

・ロータリークラブに新会員を引き付けるの

に役立つ

○個人での参加

・関心のある活動をしているグループをウェ

ブサイト（www.rotary.org/ja/fellowships）

から見つけ、直接連絡をとる

・地区のロータリー親睦活動委員長に個人で

の参加について相談するか、多地区合同の行

事を企画する

・ロータリーのウェブサイトで自分のプロ　

フィールを作成し、ほかのロータリアンやロー

ターアクターと知り合うきっかけをつくる

・ロータリーのウェブサイトで、既存のグルー

プに入ったり、新しいグループを立ち上げた

り、ほかのロータリアンやローターアクター

と連絡を取り合う

○クラブによる推進

・親睦活動グループが地元でスポンサーとなっ

ている行事について、クラブや地区のウェブ

サイトで情報発信する

・地元の親睦活動役員をクラブ例会に招き、

親睦活動や関連奉仕活動について話しをして

もらう

・ロータリーのウェブサイト (www.rotary.　

org) で、親睦活動に関するグループを立ち上

げ、世界中のロータリアンやローターアクター

とのネットワークをつくる

・職業界または趣味の世界で知られているロー

タリアンに、既存の親睦活動への参加、又は

新しい親睦活動の立ち上げに協力してもらう

○新親睦活動グループの結成

　現在、関心あるグループが存在しない場合

には、新グループの結成方法について、RI の

担当職員にお問い合わせください

認定申請に必要なもの：

・グループの目的を明確に説明した申請書

・グループの細則または定款（提案）

・役員およびその責務（提案）

・入会が見込まれるロータリアンまたはロー

ターアクターの名簿（すくなくとも３カ国）

■次週の卓話　6/15 ㈬ 稲垣　　孟様

　　　　　　　      （客船飛鳥初代船長）　

　　　　　           週報担当　漆原恵利子


