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■地区大会表彰
○長寿会員表彰
安藤　達雄会員　今野　丁三会員

岡田　清七会員　太田　幸治会員

吉原　則光会員　矢田　昭一会員

二宮　　登会員

○ 40 年以上 100％出席表彰
二宮　　登会員　　関口　友宏会員

■司　　会　ＳＡＡ　五十嵐　正

■開会点鐘　会　長　滝澤　　亮

■斉　　唱　手に手つないで

■出席報告

■本日の欠席者
齋藤、宋

■他クラブ出席者
佐藤真吾（地区）、新川 (地区、横浜戸塚 RC)

■ 11 月誕生祝

安藤　公一会員　　　　11.4

本山　雄三会員　　　　11.24

■皆出席者表彰
佐藤　真吾会員　　　　15 年

本日の出席数        25 名

本日の出席率    92.59％ 修正出席率           100％

会員数　 　 　    32 名
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「ロータリー：変化をもたらす」  Rotary : Making a Difference  
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懇親会まで出席いただきました二宮会員、増

田会員、須藤会員お疲れ様でした。

■幹事報告　　　　　　　　　　  
１）例会臨時変更のおしらせ

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　11 月 21 ㈫移動例会

　　　江戸東京たてもの園見学

○横浜本牧ロータリークラブ

日時　11 月 30 日㈭夜間例会　点鐘午後７時

場所　KKR ポートヒル横浜

日時　12 月 21 日㈭夜間移動例会詳細未定

日時　12 月 28 日㈭休会

日時　１月４日㈭休会

２）第５グループ会長幹事会

日時　11 月 27 日㈪午後６時半～

場所　新横浜国際ホテル

３）米山奨学生、学友年末パーティー開催

日時　12 月３日㈰午後６時～

場所　ホテルキャメロットジャパン

４）11 月 10,11 日の 2 日間にわたり、地区大

会に参加頂きありがとうございました。来期

では増田会員がガバナー補佐に指名されてお

りますので、尚いっそう、地区との関係も重

要だと感じました。

５）がんセミナー下見の会参加について

日時 1月 29 日㈬午後４時

場所　正面玄関集合

*院内の見学となりますので時間厳守

20 名で実施、事前にお名前お知らせ下さい

■ 2590 地区より、第 34 回ロータリー青少年
指導者養成プログラムのお知らせ
日時　2018 年２月 17 日㈯～ 18 日㈰

場所　横浜市野島青少年センター

　RYLA 委員会によって企画運営実施されてい

ます若者のリーダーシップを養成するプログ

ラムです。

　今年のテーマ「ともに語ろう～友達になろ

う」に添ったカリキュラムを一泊二日の合宿

で実施いたします。基調講演は北原照久さん、

リーダーシップ研修講師には秋山雅子さんの

予定。2 日間共に考え語らい、行動する中で

良い友を沢山つくりましょう。友は一生の宝
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○米山功労者

安藤　達雄会員 (第８回 )

岡田　清七会員 (第７回 )

齋藤　善孝会員 (第３回 )

佐藤　真吾会員 (第３回 )

田川　富男会員 (第２回 )

二宮麻理子会員 (第１回 )

○新会員記念品贈呈

須藤　亘会員

■会長報告
　先週 10 日㈮は私と田川幹事は地区大会で、

夜の RI 会長代理佐原氏ご夫妻を迎えての歓迎

晩餐会で夜８時過ぎまで過ごし、11 日は会員

皆様も 12 時半の点鐘、記念講演を経て閉会

と長時間のご出席、有難うございました。又、
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です。ここで築いた人間関係と体験はこれか

らの人生に大きな力となり一生の思い出とな

ります。ロータリークラブの RYLA 活動に皆様

のご参加をお待ちしております。

■親睦委員会　　　　　　　　　 後藤　英則

■雑誌委員会　　　　　　　　　 新川　　尚

○横組み

　表紙裏の写真はポリオワクチンを投与した

ことの識別のため、左手の小指にマーキング

しているものです。

RI 会長メッセージ

　今月は財団月間ですので、財団に関するメッ

セージとなっています。

p.18

　ポリオ撲滅の記事によると、今後の監視活

動や予防接種にまだ資金が必要なようです。

p.28

　日本のロータリー 100 周年実行委員会アン

ケート結果報告クラブの現状と課題について

は抱かえている課題が多くのクラブで同じで

あることが分ります。また、クラブ運営の柔

軟性導入については半数以上が従来通りの運

営をしていることから、ロータリーの保守性

が見える気がします。

○縦組み

p.4

　SpEECH では財団月間ということで「ロータ

リー財団奨学生、その後」と言う記事で皆様

からの浄財がどのように活かされているのか

の一端が紹介されています。

p.30

　「いみず子ども食堂」第 2610 地区富山県新

湊中央 RC が月２回児童生徒に無料で昼食を

提供する子ども食堂をやっているという記事。

地域を巻き込んで色々な展開が考えられる良

い活動だなと感じました。

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

滝澤　　亮／本山会員、本日の卓話宜しくお

願い致します。

田川　富男／① 11/11 地区大会への出席有難

うございました。受賞された皆様、おめでと

うございます。②本山さん、本日の卓話宜し

くお願い致します。

本山　雄三／①誕生日のお祝い、ありがとう

ございました。②本日の卓話、つまらなくて

すみません。皆さんおやすみなさい。

佐藤　真吾／①皆出席祝いをいただき有り難

うございます。おかげ様で入会から 15 年経ち

ました。②本山さん、卓話よろしくお願いし

ます。

安藤　公一／①本山さん、卓話宜しくおねが

いします。②誕生日祝いをおありがとうござ

います。

二宮　　登／ 40 年以上 100％出席祝いをいた

だきました。有難うございました。

吉原　則光／本山さん、本日の卓話たのしみ

です。よろしくお願いします。

岡田　清七／本山会員、卓話楽しみに聞かせ

ていただきます。

太田　勝典／①久しぶりに例会に出席させて

いただきました。②本山様、卓話楽しみです。

内田　　敏／本山さん、本日の卓話楽しみで

す。よろしくお願いします。

大川　伸一／本山さん、本日の卓話をよろし

くお願いします。

♪ 横浜 旭 ロータリークラブ

親睦 クリスマス パーティー ♪ 

美味しい食事と 盛り沢山のプレゼントを用意して

                        お待ちしてます

12 月 16 日 土曜日 

6:00 PM ～ 9:00 PM 
於：横浜市 中区 山手町 115 みなとのみえる丘公園   

ポート・ヒル 横浜 4 階  

みなとみらい線 元町中華街駅より徒歩 10 分 

電話 ０４５ 621 9684 

会費  会員            ￥10.000 

     家族･ 友人    ￥ 8.000       

小学生           ￥ 3.000 ( 食事はワンプレートで用意 ) 

幼児無料 椅子が必要な場合は親睦へお申し出ください 

 

会費の集金は ニコニコと一緒に当日いたします 
 

参加/不参加を 12 月 6 日までにお知らせください。 

連絡先 :  親睦委員長 後藤 英則 
 

電話： 090-3313-3010 
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市川　慎二／本山さん、卓話たのしみにして

おります。    　
北澤　正浩／本山さん、卓話楽しみにしてお

ります。

後藤　英則／本山さん、卓話楽し味です。

目黒　恵一／本山支店長、卓話よろしくお願

いします。

関口　友宏／地区から皆出席賞を頂きました。

ありがとうございます。

佐藤　利明／①本山さん、卓話よろしく。②

地区大会に出席した際、相鉄線で初めて席を

譲られました。若いつもりでも周囲の人から

みれば老人なのですね。感謝しつつご好意を

受けました。

兵藤　哲夫／佐藤真吾さん、15 年皆出席おめ

でとうございます。若い若いと思っています

が、もう 15 年、りっぱなおやじですね。

青木　邦弘／①台湾派遣生の塩さんからの 10

月レポートが届きました。読みますと 30 分は

かかります。事務所に置いておきますのでご

自由にご覧ください。②今年の流行語大賞に

「このハゲー」がノミネートされませんでした。

残念 ?

須藤　　亘／①本山会員、卓話たのしみにし

ております。②先日の地区大会、お疲れ様で

した。貴重な体験をさせて頂きました。

■卓話「今年の一冊」　　　　　　本山　雄三

　一年で 50 冊の本を読むことが目標です。

　今回は職業卓話ということなので、仕事に

関連した本で私にとっての「今年の一冊」を

紹介します。仕事やその他で遭遇した出来事

の背景を解釈するのに役立っています。

　LIFE  SHIFT 100 年時代の人生戦略

　リンダ・グラットン /

　アンドリュース・スコット

　2016/10/21　東洋経済新報社

　　『100 年ライフでなにが変わるか ?』

◆ 70 代、さらに 80 代まで働く

　100 歳まで生きるとして、勤労時代に毎年

所得の約 10％を貯蓄し、引退後は最終所得の

50％相当の資金で毎年暮らしたいと考える場

合…80 代まで働くことが求められる。

◆新しい職種とスキルが登場する

　ほぼすべての職がロボットと人工知能に

よって代替されるか補完される。…時間を取っ

て、学び直しとスキルの再習得に投資する必

要がある。

◆お金の問題がすべてではない

　お金の問題に適切に対処する事が不可欠だ

が、お金が最も重要な資源だと誤解してはな

らない。家族、友人関係、精神の健康、幸福

などきわめて重要な要素とされる。

◆人性はマルチステージ化する

　３ステージの人生に代わって登場するのが

マルチステージの人生だ。

◆変化が当たり前になる

　マルチステージ化する長い人生の恩恵を最

大化するためには、上手に移行を重ねること

が避けて通れない。変身のためのスキルを持

つことが必要だ。

◆人生の新しいステージが現れる

　いま 18 ～ 30 歳の人たちの新しいステージ
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が形成されつつある : この年齢層はすでに長

寿化時代への適応を開始し、選択肢を狭めず、

新しい選択肢を模索するようになっている。

◆レクリエーションからリ ･ クリエーション

へ

　人生が短かった頃は、余暇をもっぱらリラッ

クスのために用いるが理にかなっていたが、

人生が長くなれば、余暇は新しいステージに

向けて自分を再創造するための投資の時間に

もなる。

◆一斉行進が終わる

　年齢とステージがあまり一致しなくなる。

…多くの組織の人材採用、育成、昇進の方針

が３ステージの人生を前提としている。…企

業の人事制度、マーケティング、法律など、

制度も変えなくてはならない。

◆選択肢をもっておくことの価値が増す

　これからの世代は結婚や子づくり、住宅や

自動車の購入をどんどん先送りしていく。こ

うして、選択肢を残そうとしているのだ。

◆若々しく生きる

　さまざまな年齢層の人たちが混ざり合い、

世代間の相互理解がそくしんされ、年長者が

若々しさを保ちやすくなる。

◆家庭と仕事の関係が変わる

　夫婦の両方に所得があるほうが家計や貯蓄

の面で有利なため、夫婦が二人とも職を持つ

家庭が増える。…二人ともマルチステージの

人生を実践する場合は、いずれかが新しいス

テージに移行する際に互いの役割を調整し、

人生のさまざまな時点でサポートしあうこと

が必要だ。

◆実験が活発になる

　いまは、個人もコミュニティーも、企業も

政府も 100 年ライフに対応するための最善の

方法をまだ見いだせていない。…若い人ほど

実験をおこない、新しい生き方を目指す可能

性が大きくなる。

◆人事制度をめぐる戦いが始まる

　企業は画一性を好む。柔軟性と選択肢を求

める個人の欲求が、画一性と予測可能性を求

める企業の都合を突き崩す。…高いスキルを

持った優秀な人材の獲得が必須課題の企業は

その変化に対応して方針を改めることが得策

だと気付き始める。

◆政府が取り組むべき課題

　これまでのところ、政府の関心は、引退後

の高齢者をめぐる問題に限定されている。し

かし次第に教育、結婚、労働時間など、さま

ざまな社会制度についても検討が必要になる。

■次週の卓話　　

　11/29 ㈬   夜間移動例会　点鐘午後６時

　 　　　　 場所　仕立屋

　　　　　　　　　　 週報担当　大川　伸一

日　　時 平成２９年11月１日(水) 出席

18時30分～ 滝澤　　亮 新川　　尚 五十嵐　正 佐藤　真吾

場　　所 いしい 北澤　正浩 安藤　公一 増田嘉一郎 青木　邦弘

後藤　英則

欠席 田川　富男 市川　慎二

報告事項 １） 旭区民まつりの当クラブ広告のタウンニュース掲載について

掲載料 21,600円（税込） 承認

審議事項 1) 青少年交換ホストファミリーについて

新川青少年奉仕委員長から４月以降は塩様宅で了承

2月３月については未定

２） 旭区民まつり収支報告

現在集計中、次回報告予定

３） その他

クリスマス例会にて塩さんにビデオレターをお願いする

2017～2018年度　第８回　理事役員会　議事録
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平 成 2 9 年 度 1 0 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

％

％

％

％

11日

％
100

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

目  黒  恵  一

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

28
27

４日

28
28 100

24
20 83.33

24
24 100

 75

100

100

100

 100

100

100

100

50

100

100

100

75

75

100

50

75

100

                  　　　　       100

25

0

0

0

25

0

0

0

50

0

33

0

25

25

25

50

25

0

0

 100

100

 100

100

 125

 100

 100

 100

 100

100

100

100

100

100

125

100

100

100

100

75

100

75

100

100

75

100

100

100

100

25

0

25

0

0

25

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

大　川　伸　一

齋　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

宋                    謹      衣

須　藤　　亘

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－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

％

％

27
23 85.19

27
27

100

18日

－出席規定免除－

   

  

25日

％

％

26
24 92.31

26
26

100

－出席規定免除－

96.43


