
■司　　会　副 SAA　内田　　敏

■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
後藤、二宮 (麻 )、福村

■他クラブ出席者
新川、須藤、宋 (地区）

■ 10 月誕生記念祝

宋　　謹衣会員　　　　10.2

■会長報告
　皆様、こんにちは。先々週の 10 月第１例会

時に伝えることでしたが、例会終了後に現理

本日の出席数        25 名

本日の出席率     86.21％ 修正出席率       　100％

会員数　 　 　    31 名
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事と５代前までの元会長を、理事候補者指名

委員に任命いたしました。また、各会員には

次年度の理事の立候補の希望有無を FAX させ

ていただきました。現在２週間経過し、立候

補者はおりませんでしたので次年度の役員と

理事の選考に入らせていただきます。

　さて、先日は米山記念館訪問、おつかれさ

までした。

　米山梅吉記念館は、日本のロータリーの創

始者である米山梅吉を記念するため、昭和 44

年３月 26 日に財団法人として設立されまし

た。米山梅吉氏は記念館のある三島の西、駿

東郡で幼少期を過ごし、三井銀行常務取締役、

三井信託初代社長であり、様々な経緯の中、

日本のロータリークラブ設立の権限を託され、

大正９年に東京ロータリークラブ初代会長に

選任された方です。この時、メンバーを選ぶ

にあたっては高い基準を設け、国家的な人物、

国際的な視野をもった人物が基準とされ、英

語が使えることが前提とされたそうです。

　大正 12 年の関東大震災での大被害時はもち

ろん、全国で多くの奉仕を実践しますが、米

山氏はお金の支援だけでは終わらせず、必ず

自らが土産をもって現地に赴き、人びとを励

ましたといいます。当時は、伝染病として最

も恐れられていた、ハンセン病の療養所を、
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２）11 月９日㈮に、地区大会１日目として、

RI 会長代理歓迎晩餐会が開催されます。私と

安藤幹事が出席致します。11 月 10 日㈯に、

地区大会２日目として、パシフィコ横浜会議

センターで開催されます。皆様のご出席をお

願い致します。

３）2019 年３月６日㈬横浜ベイシェラトンに

て IM が開催されます。

　計画書のプログラムが変更になると思いま

すので、宜しくお願い致します。

○クラブ関係

１）10 月 21 日㈰は、旭ふれあい区民まつり

となります。集合時間などの詳細は、社会奉

仕委員会より報告があります。

２）10 月 23 日㈫は、ひまわり学園へ地区補

助金で購入した教材をお持ちして、寄贈式に、

国際奉仕委員会と行ってまいります。　

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　10 月 23 日㈫移動例会

　　　JAXA( 宇宙科学探査交流棟 )見学

　　　例会終了後懇親会

場所　せんざん相模原店　℡ 050-3463-08931

日時　10 月 30 日㈫休会

○横浜緑ロータリークラブ

日時　10 月 31 日㈬夜間移動例会

　　　点鐘 18 時 30 分

場所　とうふ屋うかい鷺沼店　

　　　℡　044-865-1028

日時　11 月 28 日㈬移動例会　職業卓話

場所　横浜市立田奈中学校

■災害対策委員会               　    五十嵐　正

　基金の集め方を情報集会での意見等を参考

にしながら、まず、クラブ内で、発起人をお

願いし、50 周年記念事業としての申請を行

い、OB にもお声掛けをさせていただいて、目

標 100 万円を目指します。目標達成後は、地

域企業、個人等で、募金を募り、資金が枯渇

しないような仕組みを考えていく事を委員会

で決定しました。

　本日は、クラブ内で賛同していただける発
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青森から沖縄までの全てを訪れるなど、その

勇気ある行動と信念を貫いて、地方の実情に

そった奉仕を行った偉人であり、ロータリア

ンとは何かを示してくれた方です。こういっ

た米山氏の生い立ちや、人柄などが、記念館

には残されておりますので、まだ行かれたこ

とのない方は、ぜひ、機会があれば訪問して

みてください。

　ロータリーの友 10 月号は米山梅吉関連の記

事が取り上げられていますので、ご一読され

てみてください。

　この米山梅吉氏の功績を記念して発足した、

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、

勉学、研究のために日本に在留している私費

外国人留学生に対し、日本全国のロータリア

ンからの寄付金を財源に奨学金を支給し、支

援する民間の奨学財団です。1952年、東京ロー

タリークラブは、海外から優秀な学生を日本

に招き、勉学を支援する米山募金の構想から

設立されました。

　これは、二度と戦争という悲劇を繰り返さ

ないためにも、国際親善と世界平和に寄与し

たいといった当時のロータリアンの強い願い

からです。

　その後、1957 年には国内全クラブ合同事業

として「ロータリー米山記念奨学委員会」が

結成され、ここで「月にタバコ一箱を節約して」

を合言葉に、会員一人あたり月額 50 円の寄付

金を募る運動が始まりました。

　「将来の日本の生きる道は平和しかない。そ

の平和日本を、世界に理解させるためには、

アジアの国々から一人でも多くの留学生を日

本に迎え入れて、平和日本を肌で感じてもら

うしかない。それこそ、日本のロータリーに

最もふさわしい国際奉仕事業ではないだろう

か」とロータリー米山記念奨学会史で記され

ております。

　ぜひ、皆様にはご理解いただき、米山への

心温かいご寄付をお願い申し上げます。

○地区関係　

１）皆様からいただいた米山記念館 50 周年へ

のご寄付は、地区に振り込みます。
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起人の募集をお願い申し上げます。

　又、納付は 11 月末までに、事務局へ、領収

書の発行も致します。

■社会奉仕委員会　　　　　　　目黒　恵一

○旭ふれあい区民まつりについて

日時　10 月 21 日㈰ 10 時～ 15 時

場所　鶴ヶ峰商店街駐車場　テント番号 19

集合時間　搬入時間　７時 30 分～８時

　　　　　搬出時間　15 時 30 分～ 50 分

社会奉仕委員 ( 北澤、五十嵐、福村 ) 及び有

志の方は７時 30 分集合、

それ以外の会員は９時集合

*当日、ロータリーの帽子忘れずに！！

*当日雨天等の連絡 (小雨決行 )　

　　当日６時旭区のホームページで案内

内容

①岩沼産お米の販売

② NGO 団体による物品販売

　アジアの女性と子どもネットワーク

③㈱ドリームによる風船販売

④二俣川看護福祉高等学校に依頼

　アトラクション　12 時 45 分～ 13 時

出席者　増田ガバナー補佐、新川、太田

　来月 11 月はロータリー財団月間です。例年

のように年次基金一人 12,000 円以上、また、

複数の方にベネファクター 1,000 ドルの寄付

をお願いに伺います。

　ロータリー財団は皆様の寄附により成り

立っており、世界平和をめざしております。

御協力をお願致します。

■ RLI 研修会報告　             須藤　　亘

　10 月 14 日㈰ロータリーリーダーシップ研

究会（RLI）パート２に参加をして参りまし

た。全体で約80名のロータリアンが参加され、

ロータリーの考え方や、各クラブのあり方等

を学んできました。

　当日は、パート１の際と同様に６つのセッ

ションごとに分かれ、それぞれディスカッショ

ン形式で意見交換を行いました。当日のセッ

ションは、次の６つでした。

①戦略計画とクラブの分析

②会員を惹きつける

③チーム作り、クラブコミュニケーション

④ロータリー財団Ⅱ　（目標とする奉仕）

⑤強いクラブを作る

⑥米山記念奨学事業

　各ディスカッションを通じて、旭ロータリー

でも既に行っている箇所もありますが、少し

だけ抜粋してお話しさせて頂きたいと思いま

す。まずは会員増強の観点からですが、過去

入会者のリスト化と PDCA の強化をしていくこ

とが挙げられておりました。

　また先を見据えて新しい業界 (IT 業界等 )

を積極的に取り入れて行くことも大切である

との事でした。会員増強には現ロータリアン

のクラブ内のコミュニケーションも大事なこ

とです。新しい仲間を増やしたいという環境

整備が必要です。趣味の同好会や誕生日会、

座席の流動化、Facebook 等の SNS の活用、

LINE での連絡等、様々なコミュニケーション

ツールを活用して行くとクラブ内の人間関係

もより良くなり、それが自然と輪を広げて行

くことに繋がっていくとのことです。

　ロータリー財団・米山奨学金に関しては、

寄付の意味を知ることが大事とのことでした。

入り口ではなく、ゴール ( 目的 ) を明確に把

握することが意味のある支援になっていきま

すし、お金に思いを込められます。

　また支援については、支援することで自立

できる環境を作って行くことが大切であると

のことでした。継続性に力を入れすぎて援助

をし続けてしまうと自分たちで自立できなく

なり逆効果になることもあるとのことでした。

　無くなるものを支援するのではなく、一度

してあげることで、自立 ( 技術の習得等 ) し、

自らの力で継続できる環境を作してあげるこ

とで、次回は他の困っている地域への援助が

できるようになっていきます。

　次回は 11 月 25 日㈰に RLI の３回目が開講

予定でございます。終了後、懇親会も予定し

ているとのことで、是非各クラブからたくさ

んの方に参加いただきたいとのことでした。

興味のある方は是非奮ってご参加ください。

私も参加予定でおります。
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■職業奉仕委員会　　　　　　　大川　伸一

○ 2018-19 年度地区クラブ奉仕活動部門

委員長会議報告

日時　10 月９日㈫

場所　新横浜ソシア 21

　クラブ奉仕活動部門委員長会議が総勢 140

名の参加にて開催されました。

　職業・社会・国際の３部門の合同委員長会

議という初の試みのことであった。これは会

員減少が続く 2590 地区の現状を打破するため

の試みの一つである。

　金子大ガバナーからの挨拶の後、轟淳次ガ

バナーエレクトから、｢ 多様性を享受し、変

化しなければ前進はあり得ない ｣ と題して

2019-20 年度に実現させたい改革の提案がさ

れた。

　今回の合同会議のごとく、地区に於ける会

議の出席の負担を減らすと同時に各クラブに

於いても同様に職業・社会・国際奉仕委員会

を一本化することにより、各委員の会議出席

の負担をへらし、その分をクラブ活性化のた

めに注力してもらいたいとの趣旨である。

　具体的には次年度の３奉仕部門を統合 ( 大

委員会化 ) し、大委員会の中に構成として各

奉仕部門 ( 小委員会 ) を設置することを検討

してもらいたい、そうすることにより、相互

の部門及び会員が情報を共有し一丸となる協

力体制を目指すとの事であった。

　キーワードとして、DLP、CLP と言う略語が

用いられた。

DLP とは District( 地区 )の Leadership Plan

CLP とは Club のそれである。

　ロータリーの強化・活性化のために、地区

は DLP に努める一方、各クラブも CLP に努め

て改革にチャレンジしてもらいたいと、情熱

溢れる演説であった。

　会議は他に、職業奉仕、社会奉仕、国際奉

仕の取組について、担当クラブから卓話とし

て報告された。

■米山カウンセラー研修会報告　 安藤　公一

　後藤会員の代理で出席して来ました。

　第一部は一楽米山奨学委員長より ｢ カウン

セラーの重要性 ｣ についての講義があり、休

憩をはさみ第二部ではグループミーティング

方式で第５グループ南北がミーティングを行

い各クラブの実情、考え方を聞くことができ

ました。積極的なクラブは米山奨学生地区主

催行事 (地区大会・年末パーティー・終了式 )

や米山学友会主催行事に米山委員会所属会員

のみならず複数名の会員も参加して楽しんで

る。

　又、米山奨学生に米山寄付の集金をやらせ

てみたり、クラブとして名刺を用意してあげ

たりしている。また青少年交換留学生との交

流も母国を離れて勉学をつづけている者同士

の理解を深めさせていた。

　奨学生の通っている大学もしくは大学院の

指導教員を例会に呼んで卓話をお願いしたり、

クラブ行事や終了式等に奨学生のみならず指

導教員をご招待して米山奨学金やロータリー

の理解を深めてもらうことを行っている。

　当クラブの宋会員のように最終的に当該奨

学生をロータリーの会員になりたいと思わせ

るようなクラブとしての奨学生に対する教育

が必要なのだと感じた。

■雑誌委員会　　　　　　　　　 二宮麻理子

○ロータリーの友 10 月号紹介

横組み

P.3　RI 会長メッセージ

　ポリオ撲滅についてのメッセージ

10 月 24 日、世界ポリオデーに合わせ、「end 

porio now」を全てのロータリークラブに対し、

後押しを呼びかけ、世界のポリオデーに共に

参加し、ポリオのない世界を実現するインス

ピレーションになろうと書かれています。

P.7　歴史でつながる

　元号が江戸から明治に改元されて今年で

満 150 年を記念し、明治 150 年にまつわる交

流や活動を行っているクラブについてのエピ

ソード。

　戊辰戦争での敵同士であったという立場を

乗り越え福島と鹿児島のロータリーがどのよ

うにして友好クラブ締結をしたのか、そして

今では交流の輪が広がっていると紹介されて
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います。

P13　特集　米山月間

　新旧理事による対談地区での寄付額、奨学

生数などの資料がのっています。

■米山奨学会　　　　　　       青木　邦弘

　本日は第三例会です。米山の寄付をお願致

します。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川　慎二／滝澤さん、卓話楽しみにしてい

ます。

安藤　公一／①滝澤さん、卓話宜しくお願い

します。②米山記念館に訪問された皆様、お

疲れ様でした。③10/15地区大会チャリティー

ゴルフコンペに参加された関口さん、お疲れ

様でした。私もしっかりチャリティーしてき

ました。

滝澤　　亮／本日は私の一般卓話です。つま

らない話ですが、よろしくお願い致します。

倉本　宏昭／９月の家内の誕生日に花をいた

だき、ありがとうございました。

吉原　則光／滝澤さん、卓話楽しみです。お

もしろい話をたっぷり聞かせて下さい。よろ

しくお願いします。

宋　　謹衣／腰は良くなったけれど、左手腕

が又、骨折しました。なので来週手術のため

例会を欠席させて頂きます。

田川　富男／①青木さん、後藤さん、宋さん、

三島の米山記念館への旅、ご苦労様でした。

②滝澤さん、卓話宜しくお願いします。

内田　　敏／①滝澤会員、本日の卓話、楽し

みにしています。②青木さん、宋さん、10/13

の米山記念館見学、大変楽しかったです。参

加された皆様、お疲れ様でした。

須藤　　亘／①先日のバスツアーはとても楽

しかったです。又、個人的にスカイウォーク

に行ってアスレチックに挑戦してきたいと

思っています。ご参加の皆様、どうもありが

とうございました。②本日の卓話、滝澤会員、

どうぞ宜しくお願いします。

二宮麻理子／米山記念館見学では大変お世話

になりました。

大川　伸一／①先週の米山記念館見学ツアー

は大変有意義でした。美味しいうなぎも食べ

られて、ついでに高所恐怖症の克服も出来た

感じです。

二宮　　登／米山記念館見学では大変お世話

になりました。

佐藤　利明／米山梅吉記念館見学例会、大変

楽しく有意義に且つ親睦にもなりました。参

加の皆様、ご苦労様でした。

兵藤　哲夫／がんばっている滝澤さん、私も

がんばります。本日の卓話楽しみにしていま

す。がん仲間より。

目黒　恵一／滝澤会員、卓話楽しみです。宜

しくお願いします。

北澤　正浩／滝澤さん、卓話たのしみにして

おります。

■卓話
「横浜市保土ヶ谷区星川桜ケ丘遺跡の調査」　
　　　　　　　 　　　 　　　  滝澤　　亮

　保土ヶ谷区元県立栄養短期大学の跡地にマ

ンション建設により調査いたしました星川桜

ケ丘遺跡の調査についてご説明したいと考え

ております。

調査概要

〔遺跡の名称〕星川桜ヶ丘遺跡

（県遺跡番号保土ヶ谷区 NO.89

　市遺跡番号保土ヶ谷区 NO.85）

〔遺跡の種類〕集落跡・墓地

〔調査期間〕平成 24 年７月２日～ 12 月 15 日

〔所在地〕神奈川県横浜市保土ヶ谷区

　　　　 桜ケ丘二丁目 43 １外

〔調査機関〕株式会社盤古堂

〔調査面積〕約 5721.15 ㎡

〔調査の原因〕共同住宅建設
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縄文時代竪穴住居址

敷石住居址

陥穴

土坑

弥生時代竪穴住居址

方形周溝墓

溝

古墳時代竪穴住居址

古墳

○まとめ

• 縄文時代前期後半の集落

• 縄文時代後期の敷石住居址

• 弥生時代後期～古墳時代前期の環濠集落

• 古墳時代中期の古墳と集落の調査

• 古墳時代後期の古墳と集落の調査

　「Ｌ字状墓」の構築年代

■次週の卓話
10/31 ㈬  休会

11/7 ㈬   朝倉　春菜様　

　　　　　　　　　週報担当　　関口　友宏



SI17

SZ02

SI17
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2018~2019 年度 横浜旭ロータリークラブ 

第八回 理事会議案書 
日時  平成 30年 10月 3 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 目黒恵一 大川伸一 

欠席者  田川富男 

【報告事項】 
 地区関係 

1 10 月  4 日（木）15：00～ 米山カウンセラー研修会  ソシア 21   
2 10 月 14 日（日）8：30～ RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）パート 2  聖光学院 
3  10 月 15 日（月） 西日本豪雨災害支援チャリティーゴルフ大会  磯子カントリークラブ 
4 11 月  9 日（土）12：30～ 第 1 日目地区大会・RI 会長代理歓迎晩餐会  市川・安藤 
5 11 月 10 日（土）12：30～  地区大会  パシフィコ横浜会議センター   

クラブ関係 
   1 10 月 10 日（水）の例会を 10 月 13 日（土）に米山梅吉記念館訪問への移動例会に変更   
   2 10 月 21 日（日）10：00～15：00  旭ふれあい区民まつり 
   3 10 月 23 日（火）15：00～15：30  ひまわり学園にて教材寄贈式  
   4  11 月  7 日（水）13：30～  第九回理事会 

5  11 月 14 日（水）の例会を 11 月 10（土）地区大会への移動例会 
6  会計報告 
7 区民まつり協賛金 30.000 円支出  タウンニュース広告料 21.600 円支出 

【審議.事項】 
1  旭区民まつりについて 
  目黒会員より、予算及び内容についての説明があり、理事会にて承認した。    承認 
2 地区大会での当クラブ発表内容について 
  五十嵐会員より、地区大会での当クラブ発表内容について説明があり、 

特に異議もなく承認した。                          承認 
3 例会の食事について 
  障碍者支援及び例会費削減の為、月 1～2 回を障碍者施設よりパン及び弁当の 

食事を取り入れたらどうか。とりあえず 2 ヶ月間ほど試行してみる。       承認 
4 体験例会での反省について 
  各会員からの意見や理事の意見を取り入れ、次回の体験例会に繋げていく。     

会員増強委員会及び会員選考委員会で、今後は増強リストを管理、引継ぎして 
もらえるか確認する。                            承認 

5 災害支援基金について 
  災害対策委員長の五十嵐会員より、基金の発起人制度について説明があり、 
  その旨を承認した。                             承認 
6 その他 
  特になし。 
                                        以上 
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平 成 3 0 年 度 ９ 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

％

％

％

12日

％
99.14

安　藤　公　一

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

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

大　川　伸　一

太　田　勝　典

太　田　幸　治

齋　藤　善　孝

30
28

５日

30
30 100

29
27 93.10

29
28 96.55

100

100

50

100

 100

100

100

75

100

100

25

100

100

50

100

100

100

100

　      50

0

0

25

0

0250

0

0

25

0

125

100

0

25

50

0

0

0

50

100

100

 75

100

 100

 100

 100

 100

 100

100

125

100

125

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

25

100

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

25

100

100

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

柳　沢　哲　也

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－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

％

％

25
22 88

25
25 100

19日

   

  

－出席規定免除－

％
93.33

％

％

28
25 89.29

28
28 100

26日

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－


