
■司　　会　ＳＡＡ　後藤　英則

■開会点鐘　会　長　市川　慎二

■斉　　唱　それでこそロータリー

■出席報告

■本日の欠席者
福村

■他クラブ出席者
増田 (横浜瀬谷 RC)、新川（地区）

■ビジター
渡辺　真多様 (岩沼 RC)

■恵送を受けた週報
横浜瀬谷 RC

■会長報告
　皆様、こんにちは。本日はいくらか涼しい

とはいえ、厳しい暑さが続いておりますが、

皆様、お元気でしょうか。私は夏の風物詩に

なりつつある「冷し中華はじめました」の看

板につられて３日間連続で冷やし中華をたべ

てしまいました。毎年この時期になると多く

の人に夏バテの初期症状が見られます。あつ

さの影響で食欲がなくなり、朝食に飲み物だ

け、夕食はそうめん、チャーハンといった炭

水化物に偏ったメニューのなりがちの家庭が

増える事も原因の一つだと思います。旬の野

菜、きゅうり、トマト、おくらなどを食事に

取り入れて、皆様も栄養のバランスに気をつ

本日の出席数        24 名

本日の出席率     92.31％ 修正出席率      　 100％

会員数　 　 　    31 名
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け、夏バテしないよう、お過ごし下さい。

　先日、クラブ基盤管理委員会会議に私と新

川会員で出席して参りました。新川会員がま

とめてくださいましたので、後日報告をお願

致します。その際、瀬谷 RC の会長、幹事にお

会いし、新年合同例会の話になりました。瀬

谷 RC との新年合同例会は当クラブ主催で、１

月 23 日㈬となります。

　本日は増田ガバナー補佐をお迎えしての第

３回クラブ協議会となります。当クラブ事情、

問題点など全てを把握しておられますから、

的確なご指導があると思います。どうぞ宜し

くお願い致します。

○地区関係　

１）会長幹事会

日時　７月 26 日㈭　

　市川と安藤幹事で参加して参ります。

２）高良パストガバナーのご好意により、「凡

太の奉仕経営物語」が一人一冊届いておりま

す。熟読してご活用下さい。

○クラブ関係

１）日時　７月 29 日㈰

　こども自然公園にて旭ジャズ祭りが開催さ

れます。まだ行かれたことのない会員もいらっ

しゃると思います。ぜひビールでも飲みなが

ら、真夏の夜を彩るジャズを聴いて過ごして

みたらいかがでしょうか。当日、場所や席な

ど分らない事がありましたら、北澤会員にご

確認ください。
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話になっており、大変ありがとうございます。

命に関わる暑さです。水分を取りましょう。

市川　慎二／岩沼 RC 直前会長渡辺様、ようこ

そいらっしゃいました。本日のクラブ協議会

よろしくお願いします。　

安藤　公一／①増田ガバナー補佐、本日は宜

しくお願い致します。②岩沼 RC 直前会長渡辺

さん、暑い中ようこそお出で下さいました。

増田嘉一郎／渡辺さん、ようこそ。楽しんで

下さい。本日のクラブ協議会、よろしくお願

いします。

北澤　正浩／①岩沼 RC 渡辺様、ようこそ。②

本日のクラブ協議会宜しくお願い致します。

③今度の日曜横浜旭ジャズまつり、多くの会

員の参加を願っております。④先週日曜日に

岡山県北区へ豪雨災害ボランティアに参加し

てまいりました。

二宮　　登／金沢動物園、コアラ来園 30 周年

記念植樹祭が 7/10 ユーカリ広場で行われまし

た。オーストラリアの国花ミモザをマイケル

ホイ参事官、来浜中のカイフィールド校、市

立金沢学園の児童、横浜市緑の協会、横浜日

豪協会の代表者で、記念植樹されました。

吉原　則光／暑さ厳しい中の例会、増田ガバ

ナー補佐、ご指導、ご教示よろしくお願いし

ます。

大川　伸一／①厳しい暑さが続いていますが、

皆様の体調は大丈夫でしょうか。②渡辺様、

ようこそいらっしゃいました。

後藤　英則／渡辺さん、お久し振りです。暑

い中遠路ご苦労様です。

五十嵐　正／①渡辺さん、ようこそ。②増田

ガバナー補佐、本日のクラブ協議会よろしく

お願いします。

内田　　敏／岩沼ロータリークラブの渡辺さ

ん、お暑い中ようこそおいで下さいました。

お身体に気をつけてください。

田川　富男／①岩沼 RC 渡辺副会長様、ようこ

そ。いつも美味しいお土産ありがとうござい

ます。②増田ガバナー補佐、クラブ協議会宜

しくお願いします。

佐藤　真吾／①岩沼 RC 渡辺さん、ようこそ！

②本日はクラブ協議会です。増田ガバナー補

佐よろしくお願いします。

新川　　尚／岩沼 RC 渡辺さん、ようこそ！

関口　友宏／①岩沼 RC の渡辺さん、お暑い中、

ようこそお出掛け下さいました。②増田ガバ
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２）五十嵐会員宅で受入ま

した青少年交換学生のアレ

ン君が、7/22 川崎中原 RC へ

戻られ、30 日に台湾帰国と

なります。地区より五十嵐

会員まで感謝状が届いてお

ります。五十嵐会員有難う

ございました。

■岩沼 RC、渡辺真多様より

　今日は。日頃よりお付き合いを頂いている

事に心より感謝申し上げます。昨年は私の妻

の葬儀に際しまして大変なご厚誼をいただき

まして、有難うございました。11 ヶ月が経過

しましたが、何とか栄養失調にならず生きて

おりますので、これからも長いおつきあいを

お願い致します。

　西日本の豪雨災害のガレキを見ますと大震

災がプレーバックしてまいります。被災者の

方は大変だろうとおもいますが、ガンバって

いただきたいと思います。我々クラブも地区

を通して御協力をしたいと思います。

■親睦委員会　　　             北澤　正浩

　7 月 29 日（日）に開催される旭ジャズまつ

りになるべく多くの会員の皆様にご参加いた

だきますようご協力お願いいたします。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )　

渡辺真多様 ( 岩沼 RC) ／今日は！いつもお世
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ナー補佐、協議会ご苦労さまです。

柳沢　哲也／地獄の様な暑さです。皆様、お

身体に留意下さい。

須藤　　亘／岩沼 RC 渡辺様、ようこそいらっ

しゃいました。

■クラブ協議会                             
○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

７月 29 日㈰に開催される旭ジャズまつり

９月 12 日㈬に川崎競馬ナイトレースの観戦会

　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。

 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。

○雑誌・研修・広報委員会　　　 新川　　尚

１）雑誌

　当番制で記事を紹介します。

２）広報　

　当クラブのホームページを活用します。

３）研修

　当番制で計画書の通り、研修委員が発表し

ます。（５分間情報）

４）その他

　会長の指示により当クラブ会員向けの研修

マニュアルの作成を進めていきます。

○社会奉仕員会　　　　　　　  　目黒　恵一

①旭ふれあい区民まつりへの参加

②チャリティーコンサート部会への協力

③がんセミナーを職業奉仕委員会と協力

*9/5 社会奉仕フォーラムには、川崎西 RC 田

中伸一氏の卓話を予定しております。

○国際奉仕委員会　　　　　　　 二宮麻理子

　海外に向けての国際奉仕活動は情報、接点

がなく厳しいと考えています。引き続き横浜

市教育委員会が運営している日本語支援「ひ

まわり」、地域の日本語ボランティア教室「旭・

日本語ボランティア」に教材等の支援をして

いきたいと思います。又、地域の外国籍の方

に対しての支援も考えていきたいと思います。

○ロータリー財団委員会　　　　 太田　勝典

　計画書通りです。

○米山記念奨学会　　　　　　　 青木　邦弘

　7/18 第３例会にて 23 名から 46,000 円の寄

附がありました。次回は 8/8 の第２例会でお

願い致します。忘れた方もおられると思いま

すので、2,000 円以上にしたいと思います。

○災害対策委員会　　　　　　　 五十嵐　正

　本委員会は、今期は活動に興味を持ってい

ただける委員を募集する事から始め、活動計

画書に記載の８つの項目を予定しております。

　その内クラブ独自の災害対策支援基金の創

設につきまして、20 日に委員会開催し以下の

内容でまとまりました。

１）東日本震災以降、クラブでは災害対策委

員会が設立され、十年近くクラブで様々な支

援活動をして参りましたが、一番気にかかる

点の一つに、ロータリーの義捐金の使われ方、

その有効性であります。

　被災後ロータリーは現地対策本部は立ち上

がりますが、その機能は義捐金受付口座のお

知らせのみ。熊本の際、地区対策本部に問合

せをかけても、混乱の為問合せは控えて欲し

いとの告知。全国の善意の問い合せの受け皿

が無い。被災地に現地対策本部を立ち上げる、

しかも経験の無いロータリアンが名前だけの

組織形成では機能しないのも当然な話です。

被災地対策本部が機能するまでかなりの日数

の経過が余儀なくされ、義捐金の活用にも時

間の経過から、支援事業に有効に活かしきれ

てない面が見られます。ただ、被災地のクラ

ブに運よく連絡がとれると、被災状況が、今

何が一番の支援か直ぐに回答が得られます。

　東日本では、岩沼 RC に。熊本では宇土 RC

と連絡がとれ、いくつかの支援事業をやって

きました。クラブ to クラブの直接支援が有効

かつ効果的な支援の方法の一つと確信になっ

た次第です。そんな経緯から、RC の支援で事

前に備えられ、支援物資が２次災害にならず

に、且つ迅速に実行できる方法は支援資金で

あり、その必要性につきまして、委員皆さん
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全員の同意を得る事が出来ました。

　しかしながら、基金の立ち上げの方法、実

際の運用面や支援金拠出基準について基準形

成、また資金の集め方などいくつかの問題を

整理しなくてはなりません。そこで、他地区

等の事例を調査する事にし、すでに第 2650 地

区では地区災害対策基金特別委員会が運用さ

れていることから、現在 2650 地区（京都・滋賀・

福井・奈良）へ問合せをしております。ただ、

準備が全て整ってからの基金のスタートです

と、いつになるか分からないので、基金の立

上げを 9/26 の体験例会の日と定め支援資金の

お願いを始める予定です。

　先ずは横浜旭クラブ内で 100 万を目標に設

定します。クラブ内で目標を達し運用面や基

準形成が整った後に、近隣の企業や個人にも

呼びかけを始めて参りたいと考えております。

２）次に、岩沼 RC と提携しております災害時

相互支援協定について、災害時にはクラブ to

クラブの支援の仕組みが迅速で、被災地ニー

ズに即応する手法の一つであると確信してお

ります。この考えを他クラブへ広報し、災害

対策に関心を持っていただ

けるように、災害時相互支

援協定のシンボルマールを

作り広める事とし、マーク

のデザインが決まりました

ので発表いたします。

　なお、災害対策支援基金と相互支援のシン

ボルマークについては私の委員長年度で終わ

ることではなく、これからのクラブの活動の

柱となり得るものです。次回の理事会で慎重

にご審議していだだくこととします。

　報道によりますと、横浜は 30 年以内に震度

６弱以上発生する可能性は 82％と予測されて

おります。当委員会は自発的に参加して頂け

る委員で構成しているからか、今大変盛り上

がっております。今からでも遅くありません

ので、ご興味のある方は、五十嵐までお申し

出ください。いつでも大歓迎です。

○チャリコン部会　　　　       新川　　尚

第８回横浜旭ロータリークラブチャリティー

コンサート開催

日時　2019 年１月 20 日㈰午後１時～

場所　旭公会堂

*現在４校のエントリーあり

○ガバナー補佐の感想　　　　　増田嘉一郎

１）RI 会長テーマ・ガバナー方針の具体化

地域での活動としては、区民祭りでの被災地

支援物品販売と中学高校軽音楽部による東日

本大震災チャリティコンサート、ガンセミナー

そして日本語支援教室への支援と幅広い。多

くの会員が参加し、活発に活動する。

会員増強は、純増４名。

２）クラブ細則の改正

　2016 年版規定審議会の改正に基づく細則改

正は終っている。入会金、例会、委員会等に

変更はないが、メークアップは理事会承認行

事に認める。理事９名。活動計画書の組織表

及び委員会名（３委員会）がクラブ細則（40 頁）

と異なっているのは、おかしい。

３）戦略委員会

　戦略委員会は設けられていない。次年度 50

周年の後のクラブの姿を探求して欲しい。

４）委員会活動の特記事項

　委員会活動の情報が年が経つと引継がれて

いない

①研修制度における双方向の討議方式の採用

②職業奉仕委員会における高校での職業講話

　が予備校主催に奪われたこと。

５）例会の雰囲気

　出席率は、常に 100％周辺である。出席免

除会員が多く、例会出席者は 22、3 名であり、

心地よい纏まり感がある。しかし、例会場は

会員数に比して狭い。また３階まで階段で登

るため、高齢者にはきつい。

６）総評

　ビジターに訪れたロータリアンからは、ス

マイルレポートが多いことに驚かれるが、内

情はこれがなければ奉仕活動ができないので

ある。ガバナー補佐を経験したことにより、

各クラブの予算を見る機会を得た。今後分析

検討したい。

　また、他のクラブの活動計画書のプログラ

ムに、地区委員長会議等地区行事を記載して

いるクラブも多く、また地区委員も５、６人

出しているクラブもあるが、当クラブでは地

区の活動は必要最小限の行事・会議への参加

が伝統的となっており、活動計画書に例年記

載されていた地区行事日程表もなくなってい

る。これが是か非かは難しい。以上

■次週の卓話　　　8/1　会員増強フォーラム

　　　　　　     　　週報担当　内田　　敏


