
■司　　会　副 SAA　内田　　敏

■開会点鐘　会　長　青木　邦弘

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

■出席報告

■本日の欠席者
齋藤

■９月誕生記念祝

増田嘉一郎会員　　　　　9.20

岡田　清七会員　　　　　9.9　

■会長報告
　2016 年規定審議会報告が MONTHLY ６月号に

掲載されました。その中から一部紹介致しま

す。	

１）入会金の廃止
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「人類に奉仕するロータリー」
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毎週水曜日／12時30分～１時30分

入会金の存在が、入会のハードルを高め、入

会意欲に悪影響をもたらす。

２）会員身分の簡素化

善良さ、高潔さ、リーダーシップを有しており、

良い評判があり、奉仕する意欲があれば誰で

もよい。

３）例会についての柔軟性

例会の開催は月２回以上あれば良い。

席時の会員身分の修了に関して、クラブの裁

量に任せる。

４）RI 分担金の増額

2016-17 年度　56 ドル

2017-18 年度　60 ドル

2018-19 年度　64 ドル

　以後は次の規定審議会て裁定される。これ

により、クラブ定款、細則の改訂が必要にな

ると思います。	

５）次週の卓話は規定審議会に参加されまし

た露木氏です。質問等を受けて頂けると思い

ます。	

６）岩沼 RC50 周年に参加される皆様は会費

１万円を、次回例会時に事務までお願いしま

す。	

７）県立旭高校から、寄付金につきましては、

本校の生徒ボランティア活動の活性化に向け

て有効に活用させていただきます、とのお礼

本日の出席数       25 名

本日の出席率   96.15 ％ 修正出席率         100 ％

会 員 数 　 　 　  3 1 名

２０１６年９月７日	第２２５８回例会　VOL. ４８　No. ９
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状が来ました。	

■幹事報告                              　　  　
１）第５グループ会長幹事会

日時　９月 20 日㈫　午後６時

場所　新横浜国際ホテル

２）2016-17 年度第 2590 地区米山学友会総会

日時　10 月１日㈯午後６時 30 分～

場所　ウイング横浜

３）2016-17 年度地区大会記念行事

熊本地震・東日本大震災チャリティー

会員家族ディナーパーティーのお知らせ

日時　10 月５日㈬

　　　午後 5時受付

　　　午後６時開会

会場　横浜ロイヤルパークホテル

　　　宴会棟３f鳳翔

参加費　20,000 円

　2016-17 年度地区方針

　「クラブの魅力創りと活性化」

　ゲスト　由紀さおり

ホストクラブ　川崎西 RC

お問合わせ　　川崎百合丘 RC

　　　　　　　℡ 044-966-1300

■親睦委員会
川崎競馬ナイトレース観戦のご案内
　　　　　　　　　　　　　　　後藤　英則

　お待たせいたしました !	今年も神奈川県馬

主協会田中様のご好意により、川崎競馬場貴

賓室をお借りすることができました。この機

会に川崎競馬場貴賓室より優雅にナイト・レー

スを観戦しませんか ?

ご家族・ご友人を誘ってご参加ください。勿

論馬券も買って楽しめます。初めて馬券を買

う人は、買い方を教えます。後藤は分かりま

せんが、大穴を当ててください。一口￥100

から買えます。

　貴賓室の関係上限定 20 名になります。申し

訳ございませんが先着順とさせて頂きます。

出欠は例会場でお取りしますが、090-3313-

3010 後藤の携帯でも受信いたします。申し込

み締め切りは９月 30 日まで

日時　10 月７日㈮午後５～９時頃

　　　（レース終了まで）

*最終レース終了予定時間は午後８時 50 分頃

集合揚所　JR 川崎駅改札口前時計台の下

　　　　　午後５時集合

　参加者が揃いましたら、無料送迎バス乗り

揚までご案内いたします。行は送迎バスです

が、帰りは大穴取った人が川崎駅までのタク

シー代を奮発するそうですよ ? 駄目な場合は

徒歩です。トホッ。集合時間、厳守でお願い

致します。集合時間に来れない方は事前に後

藤までご相談下さい

参加費￥2,000	当日集金いたします。

ビール、焼酎、飲み放題。乾き物、つまみ、

ソフトドリンクは用意いたします。夕食等に

関しては各自お願いいたします（	競馬場内に

も食堂があります。出前を取ること可能です。

もちろん勝丼でしょ）

■ゴルフ報告　　　  ゴルフ幹事　安藤　公一

日時　９月１日㈭

場所　横浜 CC 東 OUT　9:03 スタート

３）幹事雑感

　台風一過の晴天の中、いまだ夏の強い日差

しを受けながら 18 名がスター卜。一人の脱落
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者もなく 18 ホールを全員が完走しました。

　上記の成績とおり、この AKS 会初参加の岩

淵氏（元田園 RC、現プロバス）が優勝。続い

て関口さんが地主の権威を示し、準優勝。三

位にはベストグロス 78 で上がってきた千葉さ

んが入りました。

組合は以下の通り

第 1組　関口、青木、久保田、寺尾

第 2絶　今野、安藤、石山、萩原

第 3組　内田、川瀬、小津、岩淵

第 4組　秋内、益田、森本

第 5組　太田、斉藤、千葉

　３時頃にホールアウトし、３時半頃より表

彰式パーティー、お互いの健闘を称え合いな

がら４時過ぎにはお開きとなりました。

　次回 AKS 会は、３月終わり頃を予定してお

ります。幹事は瀬谷 RC。パーティー終了直後

に 12 月 1 日㈭の旭 RC 単独コンペの開催場所

を予約しました。

　レイクウッド GC 東 OUT	8：49 から５組を押

さえてあります。今回ご都合悪く参加頂けな

かった方々も今からご予定頂きたいと思いま

す。今後共宜しくお願い致します。

■災害対策委員会　　	　委員長　増田嘉一郎

○安否確認トライアル実施の結果報告

１）８月 31 日に実施しました安否確認トライ

アルにつき、その結果は、次のとおりです。

・メールにて通知があった会員　　　			16 名

・fAX で通知があった会員　　　　						１名

・増田の携帯へショートメールで

		通知してきた会員																			１名

・事務局へ電話をかけてきた会員							１名

・連絡のなかった会員																	12 名

　会員合計																										31 名

２）メール通知者の内、件名欄ではなく、本

文に氏名・安否を記載した会員は２名でした。

　又、１名の会員のメールが、画面の右下に

一瞬表示されましたが、受信画面にも、ごみ

箱にもなく、本人に確認したところ、間違い

なく送ったとのことです。

３）次回３月 11 日に再度実施することを予定

しておりますが、その場合の検討事項は、次

のとおりです。

①今回 2 時間の時間で実施したが、仕事中、　

　外出中で連絡できなかったことも考えられ

　るので、夜中までを実施時間とするか。

②会員名簿にはメールアドレスを記載してい

　ない会員が、安否確認で使用したメールア

　ドレスを、予め了承を得て、災害対策委員

　会で記録しておくか。

■前年度幹事報告　										　市川　慎二

　クラブ活動報告書が出来上がりましたので、

配布致します。ご協力有難うございました。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

青木　邦弘／①社会奉仕フォーラムよろしく

お願いします。② AKS 会、ご苦労様でした。

安藤さん、お世話になりました。

北澤　正浩／二宮さん、本日の社会奉仕フォー

ラムよろしくお願い致します。

市川　慎二／①社会奉仕フォーラム、二宮麻

理子さん、宜しくお願い致します。②兵藤先

生色々と有難うございました。③ 9/19 ～ 23

夕方 6 時 40 分頃 TBS の N スタの天気番組に出

演します！！

吉原　則光／残暑でも猛暑と変わらぬ暑さの

ところ、卓話の二宮さんご苦労様です。楽し

みにしています。

兵藤　哲夫／太田幸治さん、いつも「相撲番

付表」有り難うございます。

田川　富男／二宮麻理子さん、社会奉仕フォー

ラム宜しくお願い致します。

増田嘉一郎／今年も夫婦で誕生日を祝ってい

ただきました。体力は衰えましたが、気力で

頑張っています。

安藤　公一／①麻理子さん、社会奉仕フォー

ラム宜しくお願いします。② 9/1AKS 会ゴルフ

は 18 名の皆様のご参加により盛大に行われま

した。ご参加頂いた皆様、有難うございました。

旭 RC 単独コンペは 12/1 ㈭レイクウッドにて

開催する事が決定致しました。

関口　友宏／安藤さんに催促されたので、仕

方なく。

内田　　敏／二宮さん、本日の社会奉仕フォー

ラム、よろしくお願い致します。
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には昨年同様、野外ステージへの出演を考え

ています。２月にサンハートにて、がんセン

ター講演を企画しています。

　２月に企画している講演には、多くの区民

に来て頂けるよう広報活動を行うつもりでい

ます。

　さて、今後新しい社会奉仕活動のプロジェ

グ卜を検討していくにあたり、他のロータリー

クラブがどのような活動をしているか参考に

したいとホームページを見てみました。

　多くはチャリティーコンサート、記念植樹、

災害地への支援などでした。何かをするには

活動予算が必要になり、今のクラブの状況を

考えるとなかなか新しいことを始めるのは難

しいのではないかと思います。

　しかし、予算がないからと何もしないわけ

にはいかない、では予算が少なくてすむこと

を考えてみたらいいのではないでしょうか。

　区内には障害者の方が地域で社会活動に参

加するための作業所があります。そこでは食

品や製品などを作り販売しています。そこに

例会の食事をお願いしていいのではと考えま

した。

　地域の方にロータリーを知って頂ける機会

にもなるのではと思います。

　また、区内に「子供食堂」があれば例会の

食事の値段をおさえ、残った食事代を「子供

食堂」の運営に使ってもらう、などです。

　10 月に行われる、「旭ふれあい区民まつり」

には兵藤さんご紹介の３名バージョンの「チ

ンドン芸能」をお願いすることになりました。

　昨年は「復興米」の販売を行いましたが、

今年は熊本の物産販売を行う予定でいます。

　あくまで予定ですので変更になる場合もあ

ります。

　今年度の活動に会員の皆様のご協力をお願

いしたいと思っています。

　

■次週の卓話　　
　9/21 ㈬	　いそもと桂太郎様

　　　　　　（神奈川県議会議員）	

　　　　　　　　　			週報担当　吉原　則光

大川　伸一／①前回の定例会後は土砂降りの

中、職場までの道のりでずぶ濡れになりまし

たので、今日は大きい傘を持って来ました。

備えあれば憂いなし！②二宮麻理子さん、卓

話を楽しみにしています。

後藤　英則／二宮麻理子さん、卓話頑張って

ね !楽し味です。

二宮麻理子／本日は社会奉仕フォーラムをさ

せていただきます。よろしくお願いします。

■社会奉仕フォーラム　　　　	　二宮麻理子

　本日は社会奉仕フォーラムですが、どのよ

うなことをしたらよいのか変わらないまま当

日になってしまいました。

　過去にどのような卓話がされたのか、週報

を参考にして何を話したらよいのか、考えま

したがはっきりとしませんでしたので、今日

は今まで行ってきた活動、これからどのよう

な活動ができるのかを、考えてみたいと思い

ます。

　社会奉仕活動は、クラブのある地域社会に

住む人々の生活の質を向上させるために行う

活動です。この活動を通し、ロータリーを広

く地域社会に浸透させることができれば良い

と思います。

　これまでの活動を振り返ってみると、

・「めだかの学校」

・「チャリティーコンサート」

・「旭ふれあい区民まつり」等です。

　チャリティーコンサートは「チャリティー

コンサート部会」となりましたので社会奉仕

から離れての活動になります。

　今年度の活動予定は「あさひ区民まつり」


