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た先輩が「埋もれた朝倉文化」という朝倉高

校の先生が生徒に現地調査をさせ書いている

本を借りてむさぼり読んだのを記憶しており

ます。関東地方でも暑い日々が続いておりま

すが梅雨明けが待たれるものであります。

○地区関係

１）鶴岡ガバナー補佐からメールにて国際ロー

タリー 2590 地区第５グループ年度方針をも

らっております。

２）７月 10 日に地区の拡大・増強委員長会が

開かれました。内田委員長と私が参加してま

いりました。詳しくは内田委員長から報告し

ていただきます。

３）13 日には、クラブ研修委員長会議がソシ

ア 21 にて開催されます。佐藤委員長出席宜し

くお願い致します。

　なお次週は、鶴岡ガバナー補佐の公式訪問

ですクラブ協議会ですので各委員長は必ず出

席のほどをお願い致します。なお休む場合に

は、代理の方の出席をお願い致します。

■幹事報告　　　　
１）例会臨時変更のお知らせ

○大和ロータリークラブ

日時　７月 18 日㈫休会

日時　８月 ８日㈫休会

日時　８月 15 日㈫休会

日時　９月 19 日㈫休会

■司　　会　ＳＡＡ　後藤　英則

■開会点鐘　会　長　滝澤　　亮

■斉　　唱　我等の生業、友達になろう

　　　ＳＬ　内田　　敏

■出席報告

■本日の欠席者
二宮（麻）、福村、増田

■他クラブ出席者
新川、内田、青木、滝澤（地区）

■ビジター
小野邊　薫様

（米山学優委員会副委員長、横浜あざみ RC）

亀ヶ谷純子様（米山選考委員、横浜港北 RC）

北瀬　達也様（横浜 RC）

■会長報告
　連日 30 度越えの暑い日が続いております

が、梅雨明けが待たれる日々であります。

前回の例会の後に北部九州に豪雨が降り続き

福岡の朝倉市や、大分の日田市に甚大な損害

が出ました。被災された方々にお見舞い申し

上げます。

　思い返すに今から 40 年以上前の大学１・２

年生の時には、福岡で休みになると古墳を掘っ

ておりました。その折に当時教えを受けてい
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です。お互いに、女性会員増強に頑張りましょ

う。

　以上具体的提案を考えましたが、ロータリ

アン各位の協力が不可欠であります。一年間

よろしくお願い致します。

■地区拡大増強セミナー報告　  　内田　　敏

日時　７月 10 日

場所　ソシア 21

　滝澤会長と出席してまいりましたセミナー

についてご報告致します

１）地区からの増強目標 ( ノルマ ) はござい

ません。当地区 57 クラブにはそれぞれに歴

史があり、地域性など背景が異なっているた

め個性が生まれ活動の焦点も様々であります。

　地区としては第一にクラブの自主性を尊重

し、クラブ主導地区支援を徹底してまいりま

す。今年は地区が一律に増強の目標数値を設

定するのではなく、各クラブがそれぞれに増

強目標を設定していただきます。あるいはそ

の必要がなければ設定しなくて結構です。

２）新しい形態でのクラブ拡大や新制度の導

入に取り組みます。オンライン例会、衛星ク

ラブ、R財団、米山学友によるクラブ、ローター

アクトクラブの二重会員制度等、新しい形態

でのクラブの拡大、或いは例会数、開始時間

の変更等は時代の趨勢であり、大きなチャン

スでありますので、こちらの方は戦略的に取

り組んで参りたいと思っております。

３）情報の最前線にいるガバナー補佐との連

携を強化します。ガバナー補佐からの情報を

基に連携を図りながら各クラブ会長、戦略計

画委員会、会員増強委員会とのコミュニケー

ションを密にとり、同じ目線で寄り添い、き
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■ 2017 年７月国際ロータリー第 2590 地区
第５グループ年度方針
　 　第５グループガバナー補佐　鶴岡　　武

「クラブの奉仕活動実践により会員同士の連帯

感強化」を図ると共に下記１）～５）を推進

する。

１）地区湯川ガバナーの方針成就に協力

　ロータリー活動で一般的に親睦が重視され、

飲み会が多く、奉仕活動もテーマになるも種々

制約があり、親睦に比較し十分とは言い難い。

本来なら車の両輪の如く活発に実績を上げた

い。

　担当名、ガバナー補佐として RI 会長のテー

マとガバナー地区方針を念頭に、指示による

７項目の実現に関し各クラブとのパイプ役と

なり、それらの実績を上げるべく微力ながら

努めます。

２）第５グループとして

　各クラブの活動計画で実績を上げるよう会

員同士の協力が必要であり、その成果によっ

てはロータリアンとしての満足感も得られ、

脱会防止にもつながり仲間を増やすべく、会

員増強運動になって参ります。

　各クラブ間もできる範囲で協力し、委員会

活動らで第５グループとしての連帯感強化を

期待しています。

３）メークアップ等で自クラブの閉塞感を変

える

　機会をとらえ国内外のロータリーでメーク

アップし、良い点は導入クラブの改善を図ろ

う。

４）ロータリアン同志の助け合い

　ロータリーの誕生は４名の仲間が仕事上の

付き合いが発展し現在の世界的規模のロータ

リークラブの規模になりました。我々もお互

いに仕事を出し合ったり、商売をすることが

安心して出来ます。この辺も大いに伸ばした

らと思います。

５）会員増強促進を主とするも、女性会員を

増を忘れずに。

　世界で女性会員は 10 年前（13％）現在（22％）

とのこと、私どもの周辺ではまだまだ少ない
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め細かな対応をしてまいります。

　クラブが欲している情報をピンポイントで

提供していきます。

■宋　謹衣さん　入会式　

○一楽祥子様　歓迎の言葉

（2017-18 年度米山記念奨学委員長）挨拶

　宋さん、ご入会おめでとうございます。横

浜旭ロータリークラブの皆様、日頃お世話に

なっております。

　この度、元米山奨学生の宋さんが貴クラブ

にご入会されたこと、大変嬉しく思っており

ます。これも宋さんを米山奨学生としてお預

かり下さり、大切に育てて下さった横浜旭 RC

の皆様のお心が実になったものと感謝してお

ります。

　これからも宋さんがロータリアンとして世

界で活躍して参りますよう皆さんのご指導、

ご支援をよろしくお願い申し上げます。

　宋さん、学友としてもロータリアンとして

もご活躍をお祈りしております。

○青木会員より

　宋謹衣さんをご紹介いたします。本来なら

二宮麻理子会員が紹介されるところですが、

本日欠席の為、私が紹介致します。

　宋さんは米山奨学生でした。その他につき

ましては、イニシエーションスピーチをお楽

しみにして下さい。

○滝澤会長より　入会歓迎の言葉

　宋さんは新川年度の米山奨学生で私が再入

会した後ですから覚えております。

　職業分類は観光業になります。萩観光の副

社長という地位につかれております。東京国

立市から時間をかけて、わざわざ旭区まで通っ

ていただくことになり、大変有難く思ってお

ります。

　米山奨学生だったこともあり、ロータリー

が何かということは存じ上げておられると思

いますが、正式なロータリー会員になられた

からには、もっともっと勉強して頂きたいと

思います。

　宋さんには出席、親睦の両委員会に所属し

ていただきます。

　各委員長宜しくお願い致します。

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

小野邊薫様（米山学友委員会 ･ 横浜あざみ

RC）／本日は米山学友、宋謹衣産のロータリー

入会式と聞き、喜んでメーキャップさせて頂

きました。横浜旭ロータリークラブ様、宋謹

衣新会員おめでとうございます。

亀ヶ谷純子様（横浜港北 RC）／本日は米山学       

友宋謹衣さんのご入会を一緒にお祝いしたい

と思いお邪魔しました。どうぞ宜しくお願い

申し上げます。

          左：亀ヶ谷様　右：小野邊様
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北 瀬 達 也 様（横浜 RC）

／今日は久しぶりにお

じゃましました。滝澤会

長、一年間頑張って下さ

い。素晴らしいクラブ運

営をされることをお祈り

しております。

滝澤　　亮／北瀬第６グループガバナー補佐、

小野邊地区米山学友委員会副委員長、亀ヶ谷

米山選考委員ようこそ。暑い日が続きますが、

宜しくお願い致します。

田川　富男／①北瀬第６ガバナー補佐、米山

から小野邊さん、亀ヶ谷さん、旭ロータリー

にようこそ。②宋さん、宜しくお願いします。

③佐藤真吾さん、クラブ奉仕フォーラムお願

いします。

目黒　恵一／①宋さん、入会おめでとうござ

います。②先週の理事会ではい志井で開催頂

き有難うございました。これからも宜しくお

願い致します。

兵藤　哲夫／①会費納入完了。②宋さん、入

会歓迎。③北瀬さん、ようこそ！

関口　友宏／北瀬 G 補佐、小野邊米山学友副

委員長、亀ヶ谷選考委員、お暑い中、ようこそ！

二宮　　　登／①宋さん、ご入会お目出とう

ございます。②あざみ RC の皆様、ようこそい

らっしゃいました。

青木　邦弘／①宋さん、入会おめでとうござ

います。②北瀬さん、おひさしぶりです。

大川　伸一／宋謹衣さん、ご入会おめでとう

ございます。よろしくお願い致します。

後藤　英則／宋さん、入会おめでとうござい

ます。これからも宜しく。ロータリーを楽し

んで下さい。

新川　　尚／①宋さん、入会おめでとうござ

います。②小野邊様、亀ヶ谷様ようこそ！③

北瀬さん、ガバナー補佐ご苦労様です。

市川　慎二／①宋さんの入会を祝して。②亀ヶ

谷様、小野邊様、北瀬さん、ようこそお越し

下さいました。

五十嵐　正／宋さん、入会おめでとうござい

ます。宋さんのおかげで旭も国際奉仕に強く

なれそうですね。

太田　勝典／①北瀬ガバナー補佐、今年度ご

苦労様です。②宋さん、入会おめでとうござ

います。

佐藤　利明／①第６グループガバナー補佐、

北瀬達也君ようこそ。ご活躍期待しています。

②米山奨学委員会、小野邊様、亀ヶ谷様ご苦

労様です。

吉原　則光／大変暑いところご苦労様です。

佐藤さん、新年度卓話第１号ですね。期待し

ております。

内田　　敏／①佐藤真吾会員、クラブ奉仕

フォーラムよろしくお願い致します。②宋さ

ん、入会ありがとうございます。③北瀬さん

ようこそ！

安藤　公一／①宋さん、入会おめでとうござ

います。これからも宜しくお願いします。②

佐藤真吾さん、クラブフォーラム宜しくお願

いします。③第６グループガバナー補佐、北

瀬さんようこそ。

北澤　正浩／７/30 ㈰に開催されます横浜旭

ジャズまつりに是非ご来場下さい。前売り券

3,000 円のところ 2,500 円で販売しておりま

す。よろしくお願いします。

斉藤　善孝／①宋さん入会おめでとうござい

ます。②北瀬さんようこそ。

佐藤　真吾／①亀ヶ谷様、小野邊様、北瀬様

ようこそ。②宋さんの入会を祝して。③本日

のクラブ奉仕フォーラム宜しくお願いします。

テーブルディスカッションを行いますので活

発な意見交換をお願いします。

 ■クラブ奉仕フォーラム
○委員長　佐藤　真吾　
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クラブ奉仕委員会では、「寛容の心」と「和の

精神」を大切に活動する事を、今年度の基本

理念としました。

　現在のクラブの状況を考えた時に、最も重

要な課題は、会員の減少である事は言うまで

もありません。会員の退会防止・増強に努め

る事が急務ですが、まずは、クラブライフが

楽しいものでなければ、会員の退会防止に歯

止めをかける事も、新会員を積極的に自信を

持って勧誘する事もできません。会員一人一

人がクラブライフを楽しみ、また奉仕活動も

楽しみながら行える事がとても重要であると

考えます。

　今日のクラブ奉仕フォーラムでは、クラブ

奉仕部門の各委員長から今年度の活動計画と

抱負を発表していただき、その後、「クラブ奉

仕部門に望む事」をテーマとして、テーブル

ディスカッションを行い、各テーブルより発

表していただきたいと考えていますので、よ

ろしくお願い致します。

１） クラブ奉仕委員会の構成

①出席委員会（大川委員長）

②親睦委員会（後藤委員長）

③会報委員会（本山委員長）

④研修・広報・雑誌委員長（齋藤委員長）

⑤会員増強・職業分類委員長（内田委員長）

⑥会員選考委員会（吉原委員長）

⑦ プログラム委員会（市川委員長）

２）各委員会より活動計画と抱負を発表

（出席、親睦、会報、研修・広報・雑誌、プロ

グラム）

３）テーブルディスカッション

テーマ「クラブ奉仕部門に望む事」

①テーブル　本山・吉原・市川

　ゲスト　亀ヶ谷様・小野邊様

・宋さんの入会と聞いて例会に出席。米山学

　友からの入会は当地区では初めてではない

　か。新しいクラブ入会のあり方で、今後の

　国際奉仕に期待したい。

・宋さんの入会を機に女性会員が増えたらい

　い。

②テーブル　安藤公・二宮登・青木

　ゲスト　北瀬様

・親睦と出席は文句なし。

・研修の強化 → 増強に繋がるのではないか。

③テーブル　太田勝・佐藤利・内田・齋藤

・このテーブルは増強委員長はじめ委員が

　３名。積極的に増強に取り組みたい。

・宋さんの入会に際して地区からわざわざお

　越しいただき感謝。学友の仲間をたくさん

　ロータリーに誘ってほしい。

④テーブル　北澤・関口・兵藤・新川・宋

・クラブ奉仕の各委員会について強く望む事

　は特になし。

・出席はすべての原点であり、出席規定免除

　会員については留意すべき。

⑤テーブル　大川・後藤・目黒

・クラブ奉仕委員長は各委員会の会合に出席

　して各委員会の活動状況を把握してほしい。

⑥テーブル　五十嵐・滝澤・田川

・クラブ奉仕はロータリーライフを楽しむ目

　的で運営される部門。クラブ奉仕で築かれ

　た仲間意識を通して、外部奉仕に力を。　

○出席委員会　　　　　 　　　　大川　伸一

　今年度の出席委員会は７名の委員から構成

されています。今年の重点目標は常に例会出

席率 100％を目指すために会員に積極的にし

出席することを呼びかけ、親睦と友情を深め

ることにつなげることであります。今年度の

具体的な目標として以下の４点を挙げます。

１）出席率の向上、100％維持を目指します。

２）例会欠席者に対し、他クラブへのメー

キャップを奨めます。

３）地区主催の各種行事への参加を呼びかけ

ます。



４）例会出席報告担当者は全委員が携わるべ

く当番制とします。

　委員会一同が目標を達成するよう努めて参

ります。

○親睦委員会　　　　　　　　 　後藤　英則

　計画書で予定しております　各親睦行事に

つきまして着々と準備を進めております。

　現在確定しました行事は

８月 30 日㈬夜間例会時

　宋さん目黒さん鈴木さん歓送迎会

10 月 13 日㈮川崎競馬ナイトレース観戦

10 月 15 日㈰旭区民祭りのサポート

12 月 16 日㈯クリスマス親睦会

2018 年１月 7日㈰

チャリティーコンサートのサポート　

　その他、今期の親睦は行事が盛りだくさん

あります。

 会員の皆さんはもちろん、ご家族ご友人を

誘ってご参加ください。親睦の輪を広げ会員

増強に繋がればと思います。

○会報員会　　　　　　　　　　本山　雄三

　週報で例会の再現をはかることで、会員相

互の親陸、情報交換、情報提供を促進します。

　読みやすく、親しみのある紙面をモットー

に週報を作成します。

週報の作成について

１）例会時の記録を正確にとらえて週報に記

載します。

２）卓話者の原稿は、原則、例会終了時まで

に提出してください。

３）外部卓話者の原稿は、卓話依頼者が責任

をもって提出してください。

○研修 ･広報＆雑誌員会　　　　斉藤　善孝

１）研修

　本年度の研修は昨年、一昨年とやり方を変

えて世の中に貢献した人物を取り上げ、奇数

月例会時の５分間情報の場で研修委員が発表

するようにします。偶数月は委員長が指名し

た会員に５分間情報を担当してもらいます。

演題は自由です。

奇数月

　７月　二宮　尊徳（斉藤）

　９月　渋沢　栄一（増田）

　11 月　福沢　諭吉（安藤）

　１月　松下幸之助 (内田 )

　３月　アーサー・F・シェルドン (新川 )

　５月　出光　佐三 (増田 )

偶数月

　８月　兵藤　　10 月　太田勝

　12 月　大川　　２月　倉本

　４月　佐藤真　６月　北澤

２）広報

　広報はホームページを活用してロータリー

や当クラブの情報を一般に提供していきます。
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３）雑誌

　ロータリーの友を読むことにより、ロータ

リーの理解を深め、毎月第３例会で友誌の記

事を紹介します。

　７月　斉藤　　８月　増田　

　９月　安藤　　10 月　内田

　11 月　新川　　12 月　斉藤

　１月　増田　　２月　安藤

　３月　内田　　４月　新川

　５月　斉藤　　６月　増田

○プログラム委員会　　　　　　市川　慎二

　本年度のプログラム編成は RI 指定月間及び

各種月間行事、フォーラム、職業卓話、一般

卓話で構成しました。

・第１週 

　主に特別月間に沿ったフォーラムの開催と

　します。　

・第２週　

　主に職業奉仕としての職業卓話をお願い致

　します。

・第３週　

　主に一般卓話としての卓話をお願い致しま

　す。

・第４週　

　主に外部卓話、体験例会、クラブ協議会、

　５分間情報と致します。

・第５週　　

　会長指示により、主に夜間移動例会及び

　休会と致します。

・ロータリーの友誌の紹介

　研修・広報＆雑誌委員会にお願い致します。

・５分間情報

　研修・広報＆雑誌委員会からの指示に沿っ

　た内容となります。

・都合によりプログラム変更の場合がでる場

合がございますが、会員皆様のご理解ご協力

を宜しくお願い致します。

■次週の卓話

   ７/26 ㈬

　 　神奈川県立旭高等学校校長　古谷康司様

　　　　　　　　　　 週報担当　本山　雄三
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日　　時 平成29年７月５日(水) 出　席

18時30分～ 青木　邦弘 安藤　公一 五十嵐　正 市川　慎二

佐藤　真吾 田川　富男 滝沢　　亮 新川  　尚

増田嘉一郎 北澤　正浩 後藤　英則

場　　所 い志井

報告事項 なし

審議事項 １）がんセミナーについて

理事会直属の組織としてがんセミナー部会を設置

委員長を大川伸一会員にお願いする

委員として、増田会員、北澤会員 承認

２）2017-18年度実施計画書の各委員会の内容

及び予算書につてはすべて承認。

３）会員名簿について

作成する

予算は60,000円、写真撮影を予定、８月までに作成する

４）その他

①歓送迎会について７月中に開催

②例会場の設営時、サポートグループを75歳未満の会員とし

　再度グループ分けをする

③新事務所の窓カーテンを太田会員にお願いする(実費負担)

④旭ジャズまつりに全面的に協力する

2017～18年度　第４回　理事役員会　議事録
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平 成 2 9 年 度 ６ 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

％

％

％

％

14日

％
99.04

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

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

本　山　雄　三

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

太　田　勝　典

太　田　幸　治

大　川　伸　一

26
25

7日

26
25 96.15

22
22 100

22
22 100

 100

100

 100

75

 100

100

75

100

100

100

100

100

100

100

75

75

100

100

                  　　　　       100

0

0

25

0

0

0

25

0

25

0

33

0

0

0

25

25

25

0

0

 100

100

 125

75

 100

 100

 100

 100

 125

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

75

100

80

100

100

0

0

0

0

25

25

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

80

100

100

齋　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

滝　澤　　　亮

内　田　　　敏

矢　田　昭　一

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－

％

％

25
21 84

25
25

100

21日

－出席規定免除－

   

  

28日

％

％

28
27 96.43

28
28

100

－出席規定免除－

96.15


