
■司　　会　ＳＡＡ　後藤　英則

■開会点鐘　会　長　市川　慎二

■出席報告

■本日の欠席者
増田

■他クラブ出席者
増田 (横浜田園 RC)、齋藤 (横浜瀬谷 RC)

新川 (横浜港北 RC)、内田、市川（地区）

■ゲスト
朝倉　春菜様 (R 財団奨学生 )

■会長報告
　皆様、こんにちは。今年の夏は、格別に厳

しいように感じられますが、皆様、いかがお

過ごしでしょうか。

　西日本では、大雨の被害が広い範囲に拡大

し続け、現在 160 名以上の方がなくなり、い

まだ、安否確認ができていない方が 50 名以上

と、数十年に一度とされる大雨による未曾有

の大災害に、ただ悲しくなるばかりです。亡

くなられた方のご冥福と、行方不明者が一刻

も早く救助されますようお祈り申し上げます。

当クラブでも災筈対策委員会を中心に、地元

に限らず、災害が起きた時に、すぐに行動が

本日の出席数         25 名

本日の出席率     96.15％ 修正出席率        91.67％

会員数　 　 　    31 名
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起こせるように委員長が対策を検討していま

す。いつ、どのような災害が起こるかわかり

ませんが、事前に準備を整えられるよう、皆

様にもご理解、ご協力をお願い致します。

　兵藤会員が７月４日に退院され、昨日、安

藤幹事とお見舞いに伺いました。顔色もよく

お元気そうで、早ければ来週から例会に出席

できるとおっしゃっていました。一日も早く、

いつも通りの兵藤節でお話が聞けることを楽

しみにしております。

　本日は、朝倉春莱さんがお見えになりまし

た。後程、今年度から学友会会長となり、そ

の報告とコンサートのご案内、一曲お歌も聴

かせてくれるそうです。

　さて、本日の卓話はクラブ奉仕フォーラム

です。ロータリークラブでは、奉仕部門ごと

に最低年１回はフォーラム開催するように奨

励されています。各委員長を中心として、そ

れぞれの委員会の活動の内容や課題につい

て、会員が有意義な意見を出し合えることが

フォーラムの目的となっていますが、時間の

関係上、例会時には全ての委員会で意見交換

会を行うことは難しいと思います。なにかあ

りましたら、ぜひ皆様から忌憚のない意見を

いただき、より各委員会の活性化を目指した

いと思います。田川クラブ奉仕委員長をはじ
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席致しました。

　地区役員の紹介、金子ガバナーの挨拶の中、

現在会員数は約 2,000 名、2009-10 年度は約

2500 名と記憶しておりますが、約 500 名の減

となっております。尚当時、旭クラブは会員

数 41 名でした。

　増強委員長よりセミナーの趣旨、プログラ

ムの説明があり、最後には高橋大宮西ロータ

リークラブ直前会長の 2017 年７月には 42 名

の会員が 2018 年６月には 120 名と、７年間で

会員数を約３倍にした事例の講演がありまし

た。* ロータリーの友８月号に掲載されると

の事です。

■親睦委員会より　　　　　　　 北澤　正浩

１）７月 29 日㈰に旭ジャズまつりが開催され

ます。今年もロータリアン専用席を用意いた

しましたので、是非ご来場下さい。

２）川崎競馬ナイトレース観戦会

日時　９月 12 日㈬

　後藤会員のご尽力により開催決定となりま

した。詳細は近日中にお知らせ致します。

■創立 50 周年事業について　 関口　友宏

　以下の件、理事会の承認をいただきました

ので発表致します。なお、各委員会の役員分

担につきましては、後日、協議の上決めたい

と思います。

式典開催日　2020 年１月 29 日㈬

開催場所　　横浜ベイシェラトン

○組織表（会員敬称略）

　委員長　　関口友宏

　副委員長　安藤公一

　会計　　　倉本宏昭

　副会計　　齋藤善孝

・総務、企画委員会

　委員長　　安藤公一

　副委員長　北澤正浩

　委員　　　市川慎二　佐藤真吾

　　　　　　柳沢哲也　倉本宏昭

・記念事業委員会

　委員長　　太田勝典

　副委員長　青木邦弘

　委員　　　内田　敏　齋藤善孝　滝澤　亮
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め、クラブ奉仕委員会各委員長の皆様、本日

は宜しくお願い致します。

○地区関係

１）昨日、地区の拡大増強セミナーがソシア

21 にて開催され、私と増強副委員長の内田会

員で出席してまいりました。後程、内田会員

より、セミナー内容をまとめた報告をして頂

きます。

２）７月 22 日　米山奨学生研修会開催

３）８月３ 日　クラブ青少年奉仕委員長会議

が開催されます。滝澤委員長、ご出席の方、

宜しくお願い致します。

○クラブ関係

１）７月 25 日岩沼 RC 直前会長の渡辺さんが

来会されます。

２）７月 29 日旭ジャズ祭りがこども自然公園

にて開催されます。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　８月 10 日㈮休会

日時　８月 31 日㈮夜間移動例会

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　　木曾路霧が丘店　

　　　　緑区霧が丘 3-1-6 電話 045-924-1021

○神奈川東ロータリークラブ

日時　８月 17 日㈮休会

日時　８月 31 日㈮夜間例会

○横浜港北ロータリークラブ

日時　８月２日㈭夜間移動例会

場所　新横浜プリンスビアガーデン

日時　８月 16 日㈭休会

日時　８月 30 日㈭夜間移動例会

場所　ラントラクト

○大和ロータリークラブ

日時　８月 ７日㈫休会

日時　８月 14 日㈫休会　

日時　９月 18 日㈫休会

■各代増強職業分類委員会　　　内田　　敏

　７月９日ソシア 21 で午後３時より、2018-

19 年度国際ロータリー 250 地区拡大増強セミ

ナーが開催され、兵藤委員長の代理として出
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　　　　　　田川富男　須藤　亘

○記念式典委員会

　委員長　　佐藤利明

　副委員長　五十嵐正（式典担当、司会）

　副委員長　後藤英則（祝宴担当、司会）

　司会補佐　二宮麻理子

　委員　　　二宮　登　兵藤哲夫　岡田清七

　　　　　　新川　尚　目黒恵一　太田幸治

　　　　　　福村　正　大川伸一　宋　謹衣                             

            増田嘉一郎

○記念誌委員会

　委員長　　五十嵐正

　副委員長　吉原則光

　委員　    今野丁三　矢田昭一

■朝倉春菜さん、近況報告

　皆さんお久しぶりです。２年前財団学友で

ウィーンの留学から帰って参りました朝倉春

菜です。

　今年度は学友会の会長にならせていただき、

その報告とご挨拶に参りました。

　学友会は、財団留学から帰ってきた OB、OG

で成り立っておりまして、そこで活動してお

りますが、中々皆さん帰ってくると、お仕事

が忙しかったり、その後海外で勉強したりと

ロータリー活動をする方が減ってしまうのが

現状で、新しい方をどんどん入れていけるよ

う頑張って行きたいと思いますので、これま

でと同じ様に皆様のお力添えとご理解の程よ

ろしくお願いします。

　また、本日はコンサートのチラシを２枚持

参してまいりました。ご覧いただきご興味の

ある方は、チケットは是非私にお申し出くだ

さい。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )　

市川　慎二／①本日のクラブ奉仕フォーラム、

田川委員長をはじめ各委員長の皆様、宜しく

お願い致します。②朝倉さんようこそ。　

安藤　公一／①田川さん、クラブ奉仕フォー

ラム宜しくお願いします。②朝倉春菜さん、

ようこそ。

田川　富男／クラブ奉仕フォーラムの開催、

会員全員が委員です。宜しくお願い致します。

岡田　清七／ご無沙汰しておりました。新役

員の皆さん、よろしくご指導お願いします。

吉原　則光／真夏日の例会となりました。本

日から本格的なスタートとなります。田川さ

ん、クラブ奉仕フォーラムよろしくお願いし

ます。

佐藤　利明／①朝倉春菜さん、ようこそ。②

毎日のニュースで広島、岡山の自然災害が報

じられています。お見舞い申し上げます。

内田　　敏／一週間遅れですが、市川会長、

安藤幹事の年度を祝して。一年間宜しくお願

い致します。

齋藤　善孝／市川会長、安藤幹事一年間よろ

しくお願いします。滝澤さん、田川さん、一

年間ご苦労さまでした。

大川　伸一／暑いです。本日のクラブ奉仕

フォーラムを皆様よろしくお願いします。

佐藤　真吾／①本日のクラブ奉仕フォーラム、

田川委員長よろしくお願いします。②朝倉さ

ん、お久しぶりです。ご活躍の様子で何より

です。

新川　　尚／朝倉さん、ようこそ！

倉本　宏昭／朝倉さん、そうこそ。活躍の御

様子なによりです。

須藤　　亘／先日、会社の仲間とゴルフに行っ

てきました。スコアはまだまだですが、ボー

ルが前に進むようになってきました。練習重

ねて上達したいです。

柳沢　哲也／高校野球神奈川大会開会式も終

わり、予選も始まりました。今年は神奈川を

北と南に分け２校の甲子園出場です。

北澤　正浩／①本日のクラブフォーラム、田

川さんよろしくお願い致します。②朝倉さん、

ようこそ。
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■クラブフォーラム
○委員長　　　　　　　　　　　田川　富男

　クラブ奉仕部門はロータリークラブの根幹

であり全ての奉仕活動の源として存在する部

門です。又、各部門はロータリアンにとって

大切な活動です。各委員会の活動は独立した

委員会ではありますが、互いに関係して助け

合って活動することが必要です。各委員会委

員長は今期の活動方針と計画の発表をお願い

します。

○出席委員会　　　　　　　　　 齋藤　善孝

　例会に積極的に出席する事を呼びかけ、ロー

タリアン同士の親睦と友情を深め当クラブの

活性化に努めます。　

・今年度の目標

１）出席率 100％を目指します。

２）例会欠席者に対し他クラブへのメ―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掛け

　　ます。

４）例会出席報告は当番制とします。

５）親睦を深めるために、例会の時の着席場

所をトランプを引いて指定します。

○親睦委員会　　　　　　　　　 北澤　正浩

　ロータリーの活動の基本は、例会での会員

相互の対話と、親睦を深める事による心の結

束であると考えます。ロータリー会員間でコ

ミュニケーションを図る為に様々なイベント

を企画し、あらゆる機会を利用して今まで以

上に会員の親睦へと繋がるような活動を致し

ます。

　活動計画といたしまして卓話者・ゲスト・

ビジターを歓迎して心から接待するように心

がけます。

スマイルリポートの発表につきましては委員

が持回りで行います。また、会員のニコニコ

への積極的な協力を呼びかけます。

　具体的に日程が決まっているイベントとし

て 7 月 29 日㈰に開催される旭ジャズまつりや

9 月 12 日㈬に川崎競馬 ナイトレースの観戦

会を実施します。

　それ以外でも旭ふれあい区民まつり参加や

クリスマス・家族親睦会開催等を予定してお

りますが、会員の皆様からアイディアをいた

だき様々な親睦イベントを開催したいと考え

ております。皆様のご協力をお願いいたしま

す。

○会報委員会　　　倉本　宏昭

今年度の例会の記録も歴史の中の１ページに

なります。この例会がどんな内容であったの

か、この例会に来られなかった会員が読んだ

とき、そして将来、過去の例会の記録を読み

返したとき、例会の雰囲気が浮かんでくるよ

うな会報にしましょう。そのためには、演壇

に立った人、又は依頼人は責任をもって原稿

の提出をお願いします。

○会員増強委員会　　　　　　 　内田　　敏

①情報集会等において、新会員候補者のリス

トを会員皆様より提出して頂き、候補者情報

をクラブで共有し、それを基に勧誘活動する。

②入会候補者には例会を体験していただき、

クラブの情報を出来る限り伝える。

③他の委員会のと連携しながらクラブ全体で

取り組む。

④女性会員の積極的勧誘、発掘を計る。

○会員選考委員会　　　　　　　 関口　友宏 

　会員選考は、候補者がいて初めて活動する

委員会です。委員会が忙しくなるよう、皆さ

んのご協力をお願いします。

　また、個人的な意見ですが、この委員会の

存在価値に疑問を持っています。

○プログラム委員会             佐藤　真吾

　今年度のプログラムの基本構成は、例年通

りとしながら、第四週で外部卓話（体験例会

を含む）を多く取り入れ、各界でご活躍され

ている著名な方や、地域の行政・防災・防犯

を担っている各所の長をお招きして、貴重な

お話しを伺う機会にしたいと思っています。
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タン首相がビデオメッセージを寄せ、その後

でロータリーとハイチ政府の水担当局の提携

プログラム「HANWASH」の立ち上げが発表され

ました。これは、同国の水・衛生の課題に取

り組む活動です。

　さらに、カナダのジャスティン・トルドー

首相にロータリーから「ポリオ撲滅推進功労

賞」が贈られました。トルドー首相は受賞演

説の中で、ポリオ撲滅のために各国政府と協

力するロータリーへの感謝を述べました。ポ

リオを撲滅する闘いにおいてロータリアンが

極めて重要な役割を担っていると首相は語り、

「私たちは協力して、ポリオ撲滅を実現させま

す」と述べました。

　トロント（カナダ）で開かれた今大会には、

世界から 25,000 人以上が出席しました。   

奉仕の理念を掲げるロータリーの大会とあり、

本会議や分科会では、より大きな成果をもた

らす奉仕プロジェクトの数々の機会やアイデ

アが紹介されました。

　教育用玩具を専門とするリープフロッグの

共同創設者で、ラモリンダ・サンライズ・ロー

タリークラブ（米国カリフォルニア州）に所

属するジム・マーグラフさんは、アフガニス

タンの女性たちに読み書きを教えるために自

社が開発した教育用タブレットのダリー語と

パシュトー語版を紹介。また、奉仕の推進を

目的にバーチャルリアリティー技術を開発す

るため、同社とロータリーが協力してきた経

緯について話しました。

　ロータリー元国際親善奨学生で、ヒュース

トン・ロータリー E クラブ（米国テキサス州）

に所属するアイシス・メヒアスさんが水と衛

生の重要性を強調したほか、ロータリーの元

青少年交換学生であるジェーン・ネルソンさ

んがビジネス界との協力を通じてロータリー

が経済発展の分野に影響をもたらす方法を説

明しました。

　ローターアクト創立 50 周年にあたる今年の

大会では、元気なエネルギーにあふれる若者

たちの姿も多く見られました。

　2019 年ロータリー国際大会は、6/1 ～ 6/5、

ドイツのハンブルグで開かれます。

■次週の卓話　　

　7/25　第３回クラブ協議会

　　　　ガバナー補佐訪問

　　　　　　　 　 　 週報担当　倉本　宏昭

9/26（水）　

　弓馬術礼法小笠原流　小笠原清基氏

　（体験例会）

10/24（水）　

　神奈川県旭警察署長　市川弘幸氏

11/28（水）　

　横浜市旭区長　下田康晴氏

3/27（水）　

　横浜市消防局旭消防署長　川村滋氏

4/24（水）　未定（体験例会）

　また、卓話バンクも積極的に取り入れてい

きたいと思っています。卓話担当の会員で卓

話バンクを希望される方は、プログラム委員

会にご相談下さい。

○最後に　　　　　　　　　　　 田川　富男

　各委員長は発表有難うございました。会員

の皆さんも各委員会に属し、委員会に対して

前向きなアイデア等ありましたら提案お願致

します。

　各委員長はすでに委員との打ち合わせは済

んでいると思いますが、委員全員にて委員会

を盛り立て、委員長の方針と計画に従いスムー

ズに活動できるよう、手配お願致します。

■ロータリー国際大会の様子
　「インスピレーション  いたるところに」を

テーマにトロントで開催された第 109 回ロー

タリー国際大会。世界中から 25,652 人のロー

タリアンが一堂に会し、親睦と国際性を楽し

みました。会場で旧友とばったり再会したり、

友愛の家で新しい人と出会ったり、本会議で

の講演で感動したりと、それぞれが特別なひ

と時を過ごしました。

　４日間にわたる今大会で講演したゲストは

いずれも、ロータリーの活動成果を称賛し、

さらなる活動と協力を促しました。英国のア

ン王女は、ポリオ撲滅活動で中心的な役割を

担うロータリーに感謝を表明。また、ローラ・

ブッシュ元米大統領夫人は、早期児童教育の

支援をロータリアンに呼びかけました。

国連の「持続可能な開発目標」の立案に貢献

した一人、ニュージーランドのヘレン・クラー

ク元首相は、イアン H.S. ライズリー RI 会長

と対談し、ジェンダーの平等と、環境、貧困、

飢餓、平和の重要な関連性について語りまし

た。

　また、ハイチのジャック・ガイ・ラフォン
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2018~2019 年度 横浜旭ロータリークラブ   

第五回 理事会議案書 
日時  平成 30 年 7 月 4 日（水） 
    13 時 30 分より 
場所  例会場 

出席者 
市川慎二 安藤公一 佐藤真吾 滝澤亮 五十嵐正 後藤英則  
田川富男 目黒恵一 大川伸一    

【報告事項】 
 地区関係 

1 7 月  9 日（月）15：00～ 地区拡大増強セミナー   ソシア 21    市川・内田 
2 7 月 19 日（木）15：00～ クラブ基盤管理委員会 1  ベイシェラトン  市川・新川 
3 7 月 26 日（木）18：30～ 会長幹事会     新横浜国際ホテル    市川・安藤 
4 8 月 23 日（木）     クラブ基盤管理委員会 2         市川・新川・田川 

   5 国際奉仕で申請していた地区の補助金が＄1860 として承認された。 
クラブ関係 

   1 7 月 25 日（水）例会時   第三回クラブ協議会（ガバナー補佐来訪） 
   2  8 月  8 日（水）例会時   金子ガバナー公式訪問 
   3 8 月 1 日（水）13：30～ 第六回理事会 
   4 前年度の繰越金額 87 万 983 円（50 周年へ 180 万の積み立て 合計約 460 万） 
   5 タウンニュースの暑中見舞い名刺広告料 1 万 800 円を支出する。 

【審議.事項】 
1  クラブ計画書承認について 
  本日の例会時に会員へ配布した 2018‐2019 年度クラブ活動計画書承認に 

ついての審議。                               承認 
2 がんセミナーの主催委員会について 
  今年度は職業奉仕委員会が主で行い、社会奉仕委員会が補助的な協力をする。   承認 
3 お見舞い金について 
  兵藤会員、宋会員、慶弔規定により各 2 万円を送る。 
  福村会員の御子息に 1 万円を送る。                      承認 
4 宋会員の療養期間中の出席免除申し出について 
  定款第 12 条第 3 節（a）により承認とする。                  承認 
5 体験例会準備について 
  2018 年 9 月 26 日（水）体験例会卓話者として、小笠原清基氏をお招きする。 
  人数の関係上、移動例会として二俣川コミュニティーサロンにて開催する。 

     尚、会場費（食事代を含む）として概算で 6 万円を支出する。 
6 旭区役所より、畠山重忠の看板修復依頼について 
  当クラブで設置した看板が腐敗している。また、墓地周辺に竹の根を取る必要が 

あるとの事で、見積もり依頼をして修復の方向で検討する。            承認 
7 創立 50 周年記念実行委員会について 
  50 周年実行委員長の関口会員と副委員長の安藤会員より、事業案が提出された。  承認 
8 その他 

持ち回り理事会にて、当クラブのプロジェクター故障の為、4 万～5 万で早急に 
購入する。                                 承認 


