
– 1 –

■会長報告
　暑い日が一週間も続いておりますが、梅雨

明けはまだのようであります。熱中症には皆

様お気をつけていただきといと思います。わ

たくしどもの仕事も現場作業が終わり整理作

業になり学術的な分野に入ってきました。やっ

と天候に左右されなくなりました。しばらく

土器いじりの日々が続きます。

　本日はクラブ協議会です。鶴岡第５グルー

プガバナー補佐をお迎えして、進行していく

つもりです。

○地区関係

１）クラブ広報・公共イメージ向上委員会

日時　７月 20 日㈭午後３時～

■幹事報告　　　　
　７月５日開催されました理事会報告審議事

項にて言い忘れがありましたので、追加させ

ていただきます。

１）例会時の開場設営について

75 歳未満の会員が例会場準備当番として振り

分けて実施致します。

２）旭ジャズまつりに横浜旭ロータリークラ

ブは全面的に協力致します。

３）会員名簿作成について

顔写真をご持参下さい。

無い場合は、次回例会時に写真を撮ります。

　

■司　　会　副 SAA　北澤　正浩

■開会点鐘　会　長　滝澤　　亮

■斉　　唱　手に手つないで、友達になろう

　　　ＳＬ　北澤　正浩

■出席報告

■本日の欠席者
なし

■他クラブ出席者
新川、佐藤真吾（地区）

■ビジター
鶴岡　　武様

（第５グループガバナー補佐、横浜緑 RC）

■岡田会員へ感謝状　青木前会長より

本日の出席数         27 名

本日の出席率    96.43％ 修正出席率           100％

会員数　 　 　    31 名
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佐藤　利明／鶴岡第５グループガバナー補佐、

お暑い中ご苦労様です。

倉本　宏昭／①鶴岡ガバナー補佐、本日はよ

うこそおいで下さいました。②今日梅雨明け

だそうですが、もうとっくに明けているよう

ですね。熱中症に注意ですね。

大川　伸一／①鶴岡ガバナー補佐様、お暑い

ところようこそいらっしゃいました。②梅雨

明けとの事です。今年はとんでもない暑い夏

のようですが、皆様、脱水に気をつけて！

本山　雄三／鶴岡ガバナー補佐、ようこそお

越し下さいました。よろしくお願い致します。

佐藤　真吾／鶴岡ガバナー補佐ようこそ。本

日のクラブ協議会ではご指導よろしくおねが

いします。

二宮登・二宮麻理子／鶴岡ガバナー補佐をお

迎えして。

新川　　尚／鶴岡ガバナー補佐、本日は宜し

くお願いします。

五十嵐　正／鶴岡ガバナー補佐、本日のクラ

ブ協議会ご指導よろしくお願いします。

後藤　英則／鶴岡ガバナー補佐ようこそ。

吉原　則光／ガバナー補佐鶴岡様、ご多用の

ところ来会いただき有り難うございます。ご

指導ご教示の程よろしくお願いします。

内田　　敏／鶴岡ガバナー補佐様、本日はご

指導よろしくお願い致します。

安藤　公一／①鶴岡ガバナー補佐ようこそお

出で頂きました。本日は宜しくお願い致しま

す。②７/15 ㈯のスーパーラグビーで日本の

サンウルブスが歴史的勝利を挙げました。相

手はニュージーランドのブルース、大金星で

す！

市川　慎二／ガバナー補佐鶴岡様、本日はお

忙しい中、お越し下さい有難うございます。

ご指導宜しくお願い致します。

増田嘉一郎／鶴岡ガバナー補佐、ご指導宜し

くお願いします。

北澤　正浩／①第 5 グループ鶴岡ガバナー補

佐様、ようこそいらっしゃいました。②横浜

旭ジャズまつりのチケットを本日も発売して

おります。よろしくお願い致します。

 

– 2 –

■前年度幹事　北澤委員より
　前年度の活動報告書を来週例会までに提出

をお願い申し上げます。

■研修委員会報告　　　　　　　  佐藤　真吾

　7/13 ㈭にソシア 21 で開催された地区クラ

ブ研修委員長会議に研修委員長の代理で出席

してきました。

○プログラムの内容

１）RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）

について

　RLI 担当　川野正久 PG

２）地区研修とクラブ研修について

　地区研修委員長　大野清一 PG

３）クラブ研修の重要性について

　地区研修副委員長　箕田敏彦 PG

４）グループ討議「我がクラブの研修」

　地区としては各クラブに特に新会員の研修

に力を入れてほしいとの事でした。グループ

討議の発表ではどこのクラブも同じような研

修の取り組み方でした。

・新会員の研修は随時で推薦者が主に教育し

　ていく形が多い

・クラブ研修は例会前の 30 ～ 40 分間

　年に３～４回の開催が多い

（■ニコニコ BOX（会員敬称略）

鶴岡　武様（第 5G ガバナー補佐 ･ 横浜緑 RC）

／本日はガバナー公式訪問前のクラブ協議会

参加にまいりました。宜しくお願い致します。

滝澤　　亮／本日はガバナー補佐鶴岡様をお

迎えしての協議会です。ご指導の程よろしく

お願い致します。

田川　富男／鶴岡ガバナー補佐をお迎えして。

本日のクラブ協議会宜しくお願い申し上げま

す。

岡田　清七／新年度初めての出席。クラブ協

議会の皆さん、本年度もよろしくご指導お願

いします。

兵藤　哲夫／①ガバナー補佐、鶴岡さんをお

迎えして。②日野原重明先生のご冥福をお祈

りいたします。先生の生きざま、死にざま、

習いたいと思います。

関口　友宏／鶴岡ガバナー補佐、お暑い中よ

うこそ。一年間ご指導よろしくお願いします。
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■クラブ協議会
○ SAA　　　                   五十嵐　正

① SAA は例会の運営をスムーズに行う事が第

　一と考えます。今日で３回目ですが徐々に

　会長幹事とのコンビネーションも出来つつ

　あると思います。

②今一番苦労しているのが CD の操作です。

③例会の席が固定化しているとの指摘から、　

　以前はトランプを利用した事もありますが、

　何か良い方法があるか考え中です。

○会報委員会                   本山  雄三

　会員相互の親睦、情報交換、情報提供の促

進のために週報を発行します。原稿の提出を

よろしくお願いします。

○クラブ奉仕委員会　　　　　　 佐藤　真吾

　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。

　クラブ奉仕委員会では、7/12 にクラブ奉仕

フォーラムを開催しました。

 まずは、委員会としての今年度の方針をお話

しさせていただき、次に、クラブ奉仕部門の

委員会から、出席、親睦、会報、研修・広報・

雑誌、プログラム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ました。

○各テーブルからの意見

・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。

・積極的に増強に取り組みたい。

・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。

・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。

・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。

○会員選考委員会               吉原  則光

　当委員会は会員増強委員会との連携を密に

して増強の情報をいただき、計画書の三つの

留意点にもとづき、旭 RC の会員にふさわしい

人を選びたいと思います。地区目標の純増一

名以上が実現出来る事を期待します。

○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

び各委員会フォーラム、職業卓話及び一般卓

話で構成しました。卓話はご本人でも、外部

に依頼されても構いません。外部に依頼され

る際はプログラム委員会にお知らせ下さい。

　都合によりプログラムに変更が出る場合も

あると思いますが、皆様のご理解、ご協力を

お願い申し上げます。尚、今年度は体験例会

を年２回開催致しますので、早い時期からお

知り合いの方にアプローチして頂ければと思

います。

　ロータリークラブの原点は例会の出席です。

この例会に出席したくなるプログラム作りを

しなくては、出席率が下がるかもしれない重

要なところと痛感しております。

　今年度は外部卓話日、体験例会がございま

す。外部卓話、体験例会等の卓話者でどなた

かよい方がいらっしゃいましたら、ご紹介を

お願い致します。

　出席率が上がるようなプログラム作りから、

会員の皆様が例会へ意欲的に参加していただ

けるようにし、この例会で会員同士がより親

睦を促進できればと思います。皆様のご協力

をお願い致します。

○社会奉仕委員会　　　　　　   北澤　正浩

　社会奉仕委員会では、旭ふれあい区民祭り

等の継続的な事業は引き継ぎ、新たな事業に

もチャレンジしていきたいと考えております。

既にがんセミナー開催にむけて大川さん、職

業奉仕員会の増田さんと協力して働き始めて

います。皆様のご協力をお願い致します。
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○鶴岡ガバナー補佐講評抜粋

　会長幹事さんは一番偉くて、活動の成果が

上がれば全て会長幹事の手柄になります。是

非会長幹事さんは、各委員会の活動が上手く

いくよう頑張ってください。

○ SAA

　例会が厳粛でいい会となるには SAA 如何で

す。自信を持ってやって欲しい。

○クラブ奉仕委員会

　各委員会が活発に活動できるようにする為

に、とても重要な役割です。是非全体の委員

会の活動推移を把握して、計画が順調に進む

ようサポートしてください。

○出席委員会

　このクラブの出席率の高さは素晴らしい。

また、メークアップを推奨して、他クラブを

訪問していい点をクラブに持ち帰り活かして

欲しい。出席委員の当番の輪番制はとても良

いやり方ですね。皆が出席について関心を持っ

ていただけるようになります。

○親睦委員会

　親睦は非常にやり方が難しいです。親睦は

ロータリーにとって絶対必要です。ただ、親

睦ばかりではダメで、奉仕活動とバランスが

とれたら良いと思います。

○会報委員会

　こちらの会報は、写真と記事のバランスが

いい。担当の輪番制もいい取組み方です。

○研修・広報・雑誌委員会

　研修の偉人のコーナーにもう少しロータ

リーの方を入れていただければと思います。

広報は HP 等でロータリアンの奉仕活動内容を

是非 PR してください。ロータリーの友を読ま

ない人が多い。輪番制で記事の紹介すること

がきっかけで、「友」に関心を持ってもらうい

い機会です。出来たら全員に回ると良いと思

います。

○会員増強・職業分類委員会

　会員増強は委員会お任せではなく、クラブ

全員で取り組んでください。職業分類は未充

填の職業を頭の隅に置いて新会員発掘に取り

組んでください。

○会員選考委員会

　先ずは入会が前提条件。できれば立派な方

であれば良いと思います。

○プログラム委員会

　プログラムが良い悪いで例会の価値が大き

く左右されます。是非会員の希望等聞いて、

いいプログラムの提供に努めてください。卓

話をなさる方は、居眠り対策で笑いをとるの

も方法です。

○社会奉仕委員会

　区民まつりへの参加等非常に良い活動と思

います。ロータリーの PR の為続けるとよい。

○職業奉仕委員会

　ロータリーとして職業奉仕は非常に大事な

部門です。皆さんが事業をされて雇用を生み、

企業の生み出す製品サービスが社会に還元さ

れる。また利益から、従業員に還元、税金そ

して株主配当、さらには再投資といった善の

循環に繋がることを目指すこと、そういう事

から職業奉仕が大切を認識していただきたい。

○青少年奉仕委員会

　インターアクト、是非実現出来る事期待し

ております。青少年交換は受入が大変ですが、

頑張って欲しい。

○国際奉仕委員会

　米山奨学生の宋さんの会員としての入会素

晴しい。

○ロータリー財団

　国際奉仕とも関連しますが、グローバル補

助金等をおおいに利用して活動してください。

○米山奨学記念

　常連の何カ国だけでなく、出来るだけ多く

の国から参加して欲しいと思います。

○災害対策委員会

　自然災害を念頭において活動されているこ

と素晴しいと思います。

○チャリティーコンサート部会

　今後も続けてもらえるといい。

■次週の卓話   8/2 ㈬　クラブ協議会　　　

　　　　　　　 　　　週報担当　本山　雄三


