
■司　　会　ＳＡＡ　後藤　英則

■開会点鐘　会　長　市川　慎二

■斉　　唱　手に手つないで

■出席報告

■本日の欠席者
齋藤、二宮 (麻 )

■他クラブ出席者
増田（珠洲 RC）

■ビジター
久松　紘一様 (横浜瀬谷 RC 会長 )

久保田雅徳様 (横浜瀬谷 RC 幹事 )

■ 8 月皆出席者表彰

関口　友宏会員  　　　44 年

田川　富男会員　　　　６年

佐藤　利明会員　　　　４年

大川　伸一会員　　　　２年

目黒　恵一会員　　　　１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　 　 　    31 名
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■会長報告
　皆様、こんにちは。お盆も過ぎて、朝晩は

涼しい風が吹く中、秋の虫の声が聞こえるよ

うになりました。皆様、お盆はゆっくり過ご

されましたでしょうか。私はお墓参りや、子

どもと海に行き、楽しく過ごせました。

 また、先日は二俣川フォルテのお祭りにも

行ってきました。私は中学生くらいまで、二

俣川商店街に住んでおりましたので、懐かし

く思いながら見て回りました。目黒会員を中

心に企画されたのだと思いますが、どのブー

スも賑やかに盛り上がり、当園の子ども達も

沢山いて、楽しそうに過ごしておりました。

　ステージでは、福村会員と新川会員の演奏

が流れ、ロータリーの活動なども話され広報

活動もしてくださっていました。ロータリー

でも何か広報活動ができる機会があれば、ぜ

ひ検討したいと思います

　さて、本日は吉原会員の終戦記念卓話とな

ります。宜しくお願い致します。

○地区関係　

１）クラブ基盤管理委員会パートⅡ開催

日時　８月 23 日㈭

場所　キャメロットジャパン

　新川会員、田川会員が出席となりますので

宜しくお願い致します。

２）クラブ米山記念奨学委員長会議開催

日時　９月 13 日㈭

　青木委員長、宜しくお願い致します。
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　旭 RC 様も同様、色々とご準備されていると

は思いますが、お互いご協力出来る事があろ

うかと思います。今年一年宜しくお願い致し

ます。本日は有難うございました。

■親睦委員会　　　　　　　　　後藤　英則

川崎競馬ナイト・レース　
大穴を当てようの会　参加ご案内　　　　　

　お待たせいたしました！今年もやります　

　毎々お世話になります。元神奈川県県会議

員田中様のご好意により、今年も川崎競馬場

貴賓室をお借りすることができました。

この機会に川崎競馬場貴賓室より優雅にナイ

ト・レースを観戦しませんか ?　

　貴賓室ですが、ドレスコードはございませ

ん。ご家族・ご友人を誘って、ご参加ください。

サラブレッドが駆け抜ける姿、美しいですよ。

　勿論、馬券も買って楽しめます。初めて馬

券を買う人は、買い方を教えますがサイフの

中身と相談してください。　　　　　　　　

大穴を当てよう！！一口 \100 から買えます。

　貴賓室の関係上、限定 20 名になります。　

申し訳ございませんが、先着順とさせて頂き

ます。

　出欠は例会場でお取りしますが、090-3313-

3010 後藤の携帯でも受付いたします。

･申し込み締め切り　

　９月５日例会終了時まで

日時　９月 12 日㈬午後５～９時頃

　　　レース終了まで。

･ 最終レース終了予定時間は、午後８時 50 分

　頃です。

･集合場所　JR 川崎駅中央改札口前　

　　　　　　時計台の下午後５時集合

･ 参加者が揃いましたら、無料送迎バス乗り

　場までご案内いたします。

　行きは送迎バスですが、帰りは健康のため

　にもオケラ街道を川崎駅まで歩きましよう。

　勝った人は、タクシーでどうぞ。　

･集合時間、厳守でお願い致します。　

　集合時間に来られない方は事前に後藤まで

　ご相談下さい

･参加費　￥2,000 当日集金いたします

　ビール、焼酎、飲み放題　乾き物、つまみ、

　ソフトドリンクは用意いたします

　夕食等に関しては各自でお願いいたします

　（競馬場内にも食堂があります、出前を取る

ことも可能です）　　
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３）横浜中 RC よりキャラバン隊が来会

日時　９月 19 日㈬例会時

　この地区大会では、ガバナー補佐主催プロ

グラムとして、横浜旭 RC の東日本大震災被災

地復興支援チャリティーコンサート、被災地

の幼稚園、保育園へのクリスマスプレゼント

配布などの活動や経緯、今後の展望などを企

画案として提出し、発表に向けて、増田ガバ

ナー補佐、新川会員、五十嵐会員、安藤会員

などを中心に進めております。ぜひ、地区大

会には多くの方のご参加をお願い致します。

４）西日本豪雨災害支援チャリティーゴルフ

大会の参加申し込み案内

日時　10 月 15 日㈪

　後程、申込書を回覧いたしますので、ご覧

ください。

○クラブ関係

　８月８日のガバナー公式訪問も無事に終え

ることができました。ここから、本格的に各

奉仕委員会を中心とした活動に入ります。私

も各委員会の一人として、委員会があれば、

参加したいと思います。各委員の皆様におか

れましても、計画書に基づいて、委員会活動

に取り組めるよう委員同士も密に連絡をお願

い致します。

■横浜瀬谷ロータリークラブより     　　　

　　　左 : 瀬谷久保田幹事様　右 : 瀬谷会長久松様

○会長　久松紘一様挨拶

　今年１年会長を受けました久松紘一です。

今年少し遅れましたが、ご挨拶に参りました。

ガバナー補佐の増田さんにも 1 年間ご厄介に

なります、、併せてよろしくお願い申し上げま

す。横浜旭ロータリークラブのますますのご

発展を心より願っております。

○幹事　久保田雅徳様挨拶

　瀬谷 RC 幹事の久保田でございます。どうぞ

宜しくお願い致します。今年度は 50 周年の準

備年度という位置づけをしております。　
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■雑誌委員会　　　　　　　　　新川　　尚

ロータリーの友誌 8月号紹介

○横組み

RI 会長メッセージ

 会員増強についてとなっています。

p.8 ～ 会員増強のヒント。

　中でも NO.6「会員の責任をリストにする」

はすぐにでもやるべきだと感じました。また、

はじめの一歩を後押しすることが重要とのこ

とです。

p.21 ～宇土 RC の作守順子さんの記事

p.24 ～特集ロータリークラブ野球大会

p.28 ～

　青少年交換プログラムのさらなる充実のた

めに日本では年間 300 人いた交換学生が、現

在は約 180 人と減っている。その理由は、ホ

ストファミリーの受け手の減少と問題提起さ

れています。

○縦組み

p.9 ～クラブを訪ねて

　創立 60 周年へ燃えるハマのフレンドリーな

クラブとして横浜西 RC が紹介されています。

p.14　友愛の広場

　電子会議形式の衛星クラブを設立

　会員増強の一つの方策と感じました。

p.22

　俳壇　吉原会員の投稿

　　　　「築二百　母屋解体　夏つばめ」

　柳壇　吉原会員の投稿

　　　　「ほっとして　何か空虚な　休刊日」

■ 5 分間情報　　　　　　　　　  新川　　尚

○ロータリー衛星クラブ

～ Rotary Satellite Clubs ～

　衛星クラブとは、ロータリークラブ設立の

ための手段のひとつです。衛星クラブは、本

格的な独立したロータリークラブとなるまで

の短期間の移行的形態です。これにより、正

規のロータリークラブ設立に必要な最低 20 名

の創立会員がいなくても、衛星クラブを通じ

てロータリアンとなる機会が与えられます。

また、例会を欠席したロータリアンは、衛星

クラブの例会でメークアップすることができ

ます。ロータリー衛星クラブは、いわば「ク

ラブの中にあるクラブ」であり、衛星クラブ

の会員は、そのスポンサークラブの会員でも

あります。衛星クラブは、スポンサークラブ

とは別に例会を開くが、通常のロータリーク

ラブの規則に則って運営されなければなりま

せん。手続要覧で言及されるロータリークラ

ブには、特記されていない限り、ロータリー

衛星クラブも含まれます。

・衛星クラブ設立時に少なくとも８人の会員が

　必要。

・既存のクラブが衛星クラブとなることはでき

　ない。

・衛星クラブは独自の理事会を持つ。但し、最

　終決定権はスポンサークラブの理事会にあ

　る。

・例会時間と場所、会費は衛星クラブが決める。

・インターアクトクラブやローターアクトクラ

　ブを提唱することは出来ない。

○ RLI(Rotary　Leadership　Institute)

　ロータリー・リーダーシップ研究会

　ロータリー・リーダーシップ研究会は質の

高いリーダーシップ教育を通じてロータリー

クラブを強化するための、草の根の多地区リー

ダーシップ開発プログラムです。

　但し、RLI は RI の正式なプログラムではあ

りません。又、RI の管理下にもおかれていま

せんが、RI が承認している多地区合同のプロ

グラムです。

１）RLI 設立の背景

　クリフダクターマン RI 元会長は、2008 年８

月「ロータリーの友」において、ロータリー

創立後 100 年が経過し、社会構造や人の意識

も大きく変化した。ロータリーにおいても世

代間の意識や感覚にギャップが生じ、相互の

認識や価値観が相違してきた。複雑で矛盾し

た現象が表面化し、その要因である根本的な

問題を分析し、充分な話し合いをする必要が

あると提案しました。そして、話し合いにより、

「ロータリー世界の本質的な理解」を進めない

限り、ロータリーの発展は望めないと主張し

ました。

２）RLI 設立と目的

　RLI は 1992 年設立。世界的に組織され、RI

地区の「草の根連合組織」と言われています。

RI の正式プログラムではありませんが、RI 元

会長や現職の理事、規定審議会等によって大

きな支援を得ています。

　RLI の目的ですが、ロータリーの組織や活動

に正しく深い知識を持ち、高い指導能力のあ

るロータリアンを支援しようとするものです。

３）RI 第 2590 地区の RLI 活動

　日本では 2011 年７月１日に設立され、全国

的に活動が普及しています。
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  RI 第 2590 地区では、2014-15 年度の大野ガバ

ナーが導入設置をご決断されました。翌年度

には組織や運営の在り方が検討され、ファシ

リテーターの推薦等が実施されました。中村

日本支部事務局長の講演や模擬演習が実施さ

れ、2016 年 10 月 30 日に、第 1 回の RLI が聖

光学院高等学校で開催されました。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )　

久松紘一様、久保田雅徳様 ( 横浜瀬谷 RC 会長、

幹事 ) ／本日は、旭 RC の例会に出席させて頂

き有り難うございます。今年度会長の久松と

幹事の久保田です。増田ガバナー補佐をはじ

め、会員皆様にお世話になるかと思います。

お互い 50 周年を控え本年度は準備の年である

と考えます。暑いですが頑張りましょう。本

日は宜しくお願いします。

市川　慎二／①横浜瀬谷 RC 会長久松様、幹事

久保田様、ようこそお越し下さいました。本

年度もどうぞ宜しくお願い致します。②吉原

会員の卓話、楽しみにしておりました！

安藤　公一／①吉原さん、本日の卓話宜しく

お願いします。②瀬谷 RC の久松会長、久保田

幹事ようこそ。③ 8/19、菅平で早大ラグビー

部は帝京大を 28 対 14 で破り８年ぶりの勝利

を飾りました。公式戦、練習試合を通して連

敗を 20 で止める事が出来ました！

吉原　則光／またまた猛暑のところの例会と

なりました。今週の卓話で終戦の年、73 年前

の体験を話させていただきますので、よろし

く。今月の「友」誌に３年振り俳句 ･ 川柳が

同時に載りましたのでご笑読の程を。

兵藤　哲夫／①妻に誕生祝いの胡蝶蘭が届き

ました。妻は大変喜んでおりました。②吉原

さん、卓話楽しみです。③金足農高、よくやっ

た！④瀬谷 RC 会長久松先生、ようこそ。私の

同業者です。

田川　富男／①吉原さん、地元の終戦前後が

わかり、興味深い卓話ありがとうございます。

②みな出席頂きまして、ありがとうございま

す。

関口　友宏／皆出席賞を頂き、ありがとうご

ざいます。健康に感謝して。

目黒　恵一／①吉原さん、卓話楽しみです！

宜しくお願いいたします。②初めての皆出席

お祝いを頂き感謝！

佐藤　利明／①朝夕、秋の兆しが感じられま

すが、相変わらず日中は暑いですね。ご自愛

下さい。吉原さん、卓話楽しみにしています。

②皆出席４年の表彰ありがとうございます。

岡田　清七／吉原会員の終戦の横浜状況の卓

話、聞かせていただきます。

増田嘉一郎／①横浜瀬谷 RC、久松会長、久保

田幹事、ようこそ。今期宜しくお願いします。

②吉原さんの卓話楽しみです。

後藤　英則／吉原さん、本日の卓話よろしく

お願いします。楽し味です。

佐藤　真吾／①横浜瀬谷 RC 久松会長、久保田

幹事ようこそ。②吉原さん、終戦記念卓話よ

ろしくお願いします。

五十嵐　正／ぶり返しの酷暑、皆様、ご自愛

ください。吉原さん、本日の卓話楽しみにし

ております。

内田　　敏／吉原さん、本日の卓話楽しみで

す。よろしくお願いします。

大川　伸一／吉原さん、本日の卓話を楽しみ

にしております。

太田　勝典／①吉原さん、卓話楽しみです。

②久松会長、久保田幹事、ご苦労様です。

二宮　　登／吉原さん、本日の卓話楽しみに

しています。

倉本　宏昭／①瀬谷 RC 久松会長、久保田幹事、

お暑い中ようこそ。②兵藤さん、お元気そう

で何よりですが、暑いですからお大事に。

福村　　正／ 8/19、目黒会員に呼んでいただ

き二俣川商店街フォルテ祭りに参加させてい

ただきました。左近山中学校、二俣川看護高

校共々チャリコンの良い前哨戦になりました。

新川会員、お疲れ様でした！

須藤　　亘／①甲子園、地元秋田の金足農業、

惜しかったですが健闘しました。私もパワー

を頂きました。②本日の卓話、吉原さん楽し

みにしております。宜しくお願いします。

北澤　正浩／①横浜瀬谷 RC 久松会長、久保田

幹事ようこそいらっしゃいました。②吉原さ

ん、卓話楽しみにしております。

■終戦記念卓話
「私の昭和 20 年、1945 年」　　　 吉原　則光
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　　　　　上 :5 地点　　下 :B29 による空爆

・各地に死体ごろごろ

・青木橋上の出来事

・悲惨な罹災地域

・戦災死者は 7,000 ～ 8,000 人に近いと推測  

 されるが、正確な事はわからなかった。 

10:30 頃　

　最後の編隊、佐倉付近から海上に去る

正午頃

　作業中止、学徒は解散、帰宅

　白楽あたりから罹災

　・青木橋

　　中区、西区方面の生徒と別れる

　・洪福寺　

　　保土ヶ谷方面の生徒と別れる

　・和田町

　　焼夷弾投下　終わり、洪福寺から唯一人

　　約８kばかり歩いて家まで

18:30 頃　自宅着

■次週の卓話

　9/5　田中　伸一様

     ( 北山産業㈱代表取締役、川崎西 RC)　

　　　　　　　　　 週報担当　内田　　敏

○私の昭和 20 年（1945）戦争最後の年、

　今から 73 年前５月 29 日横浜大空襲の一日

１）学徒動員で安立電気㈱吉田工場で働く

　昭和 19.12/5 ～ 20.8/15　中学 2～ 3年

ほうろう抵抗器のはんだ付け作業に従事する。

安立電気

｜ 1.5k（徒歩）

綱島駅

｜ 11k（東横線）

横浜駅

｜９k（相鉄線）

鶴ヶ峰駅

｜ 1.6k（徒歩）

自宅

２）５月 29 日

6:26　関東地方警戒警報発令

8:12　空襲警報発令 (裏山防空壕に退避 )

9:23　横浜駅方面　火焔上がる

　第１～第５平均弾着点を中心に焼夷弾投下

　b29　405 機

　p51　100 機

　第１　東神奈川駅

　第２　平沼橋

　第３　港橋

　第４　日枝神社近くの吉野橋

　第５　本牧大鳥国民学校 

○特徴

　昼間、低空から無差別に、極めて短時間に 

　40 万個以上の焼夷弾投下する
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2018~2019 年度 横浜旭ロータリークラブ 

第六回 理事会議事録 
日時  平成 30 年 8 月 1 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  
 

【報告事項】 
地区関係 

1 8 月 23 日（木）     クラブ基盤管理委員会 2         市川・田川 
クラブ関係 

   1  8 月  8 日（水）例会時   金子ガバナー公式訪問 
   2 9 月 5 日（水）13：30～ 第七回理事会 
   3 例会場マイク故障の為、2 万円にてマイク購入 
   4 会計報告 
   5  旭区民まつりに協賛金として 3 万円支払う 

【審議.事項】 
1  国際奉仕委員会の予算について 
  国際奉仕委員会で行う外国の子どもへの支援での本購入代金約 70 万のうち 
  今年度は、地区補助金約 20 万と国際奉仕委員会の予算は 20 万の 40 万で購入する。 
  残りの 30 万は次年度に購入したいとの報告があった。              承認 
 2 旭区役所より、畠山重忠の看板修復依頼について 

現在の木製枠からアルミ製に修復を進める。 
看板の修復に 10 万円、看板周辺の竹の根刈りに 5 万円程度の支出となり、 
予算については特別会計で補う予定。                      
尚、今後の管理について地域振興課と交渉していく。               承認 

3 災害対策委員会における災害時緊急支援基金の設立について 
  五十嵐委員長より基金の説明後、基金の設立及び、マークの承認の提案があり 

理事会において承認した。 
運営の詳細については検討し、平成 30 年 9 月 26 日の例会時に基金の設立を行う。 承認       

4 瀬谷 RC との新年合同例会場及び内容について 
  平成 31 年 1 月 23 日㈬に以前の例会場ライフ４階コミュニティーサロンにて行う。 
  内容については瀬谷 RC と相談しながら決めていく。              承認 
5 その他 

     例会場の週報を入れる書類袋（ビニール製）を新しくする。           承認 
 

 
 

2018~2019 年度 横浜旭ロータリークラブ 

臨時理事会議事録 
日時  平成 30 年 8 月 8 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 大川伸一  

【審議.事項】 
1 地区大会におけるガバナー補佐プログラム企画書提出について 

・ガバナー補佐増田会員より、横浜旭 RC にて発表を行いたいとの報告があった。 
     ・企画書（発表時間 20 分）を作成し提出する。 
     ・発表者は五十嵐会員と新川会員を推薦する。                 承認 
 

 


