
■司　　会　ＳＡＡ　齋藤　善孝

■開会点鐘　会　長　市川　慎二

■斉　　唱　我等の生業

■出席報告

■本日の欠席者
滝澤、二宮 (麻 )、福村

■他クラブ出席者
齋藤 (横浜瀬谷 RC)、新川 (地区 )

■会長報告
　皆様こんにちは。本日で今年、当例会場で

行う最後の例会となり、次の土曜日のクリス

マス例会をもって上半期が終わります。

　会長に就任以来私の力不足の中、皆様に支

えられ例会や主要行事を終えることができ、

無事に折り返し地点までとどり着けました。

会員皆様に感謝申し上げます。

　年始には、初詣や一年の計など願い事や決

心をする機会が多くなります。ロータリーと

しての願いは「来年はとにかく一人でも会員

増強をする」です。会員増強を中心にこの半

年間で目標の実現ができなかったこともまだ

ありますので、来年から始まる下半期はしっ

かりと地に足をつけ目標達成に向けて努力致

します。

本日の出席数        22 名

本日の出席率          88％ 修正出席率    　   100％

会員数　 　 　    30 名

– 1 –

　忘年会シーズンです。また年末年始、新年

会など様々な方に顔を合わせるこの時期は会

員増強の大きな機会だと思います。お電話い

ただければ年末年始でも入会資料をもって駆

けつけますので、会員減少に歯止めをかける

為にも、より奉仕活動を充実させる為にも、

生涯の友人を増やす為にも、私も当然ですが、

皆様にも多くの方にロータリーも魅力を伝え

て、ぜひクラブへお誘い下さい。

○地区関係

１）来年４月３日㈬例会時、増田ガバナー補

佐より、次年度のガバナー補佐の紹介による

例会訪問があります。

○クラブ関係

１）米山記念奨学会より、沈佳穎さんの委嘱

状が二宮麻理子さんに届きましたので、お渡

し致します。

　また後藤会員に感謝状が届いております。

後日、奥様にお渡しさせて頂きます。

２）本日はガバナー補佐として増田会員から

ご挨拶がございます。宜しくお願い致します。

３）ポートヒルで開催されますクリスマス例

会には、今年 77 名と多くの方がご参加いただ

ける予定です。

　当日は大いに盛り上がりましょう。

２０１８年１２月１２日 第２３６３回例会　VOL. ５０　No. ２２

2018-19年度 RI会長／バリー・ラシン　RI.D2590ガバナー／金 子　 大　横浜旭RC会長／市川　慎二

横浜旭ロータリークラブ

被災地の子ども達にＸマスプレゼント チャリティーコンサート ガールスカウトとクリーン作戦

事務所

例会場

例会日

「インスピレーションになろう」  BE  THE  INSPIRATION

横浜市旭区二俣川1-37-3 NUTS1階／〒241-0821
TEL.045-465-6702／FAX.045-465-6712
http://yokohamaasahirc.cho88.com
Emai l :asahirc@titan.ocn.ne.jp
横浜市旭区二俣川1-45-30工藤ビル
（㈱岡田屋３階会議室）
毎週水曜日／12時30分～１時30分　　  



■ 2018-19 年度上期を終えるにあたって　　
　　　                    　ガバナー補佐 増田嘉一郎

　2018-19 年度もあと 20 日で前半の上期を終

えようとしております。若干早いとは思いま

すが、各クラブ年末、年始の予定があり、し

かも水曜日例会のクラブが３クラブあるため、

今日を逃すと来年１月 23 日の瀬谷 RC との合

同例会までホームクラブには来れませんので、

本日上期のお礼のご挨拶をさせて頂きます。

　ガバナー補佐という仕事が始まったのは昨

年 12 月の第１回がバナー補佐研修があって以

来で、この１年怒涛のように会議や会合が押

し寄せてきました。横浜旭 RC の出身としてク

ラブの名に恥じないよう頑張ってきたつもり

です。

　ガバナー公式訪問を前にしたクラブ協議会

ではいろいろ細かいところまでしつこくお伺

いしました。意外と自分のクラブでも特に自

分が関係してこなかった委員会のことは良く

分かっていなかったのです。各委員長のおか

げでガバナーの疑問にも明確に回答すること

ができました。ガバナーとの打ち合わせに立

ち会っていただいた会長・幹事・会員増強委

員長の積極的発言もあり、ガバナーからは高

評価を得たものと思われます。

　地区大会では、ガバナー補佐プログラム「ク

ラブ活性化に向けて」で「部会が育むクラブ

の活力」と題して 2011 年の東日本大震災、そ

の後の熊本地震での復興支援活動等の経験か

ら、被災地のニーズに合った素早い被災者に

寄り添う支援活動を求めてよりよいシステム

を作り上げるために、継続的に取り組んでい

る当クラブ状況を新川会員から紹介していた

だきました。準備段階では五十嵐会員、安藤
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■幹事報告
○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　12 月 14 日㈮クリスマス例会

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　キッチン・カリオカ横浜駅西口

日時　12 月 27 日㈮休会

日時　１月４日㈮休会

日時　１月 25 日㈮→ 23 日㈬移動例会

　　　点鐘　12 時 30 分

　　　横浜旭 RC 合同例会

場所　二俣川ライフコミュニティーサロン

○新横浜ロータリークラブ

日時　12 月 14 日㈮→ 12 日㈬

　　　点鐘　午後 6時 30 分

　　　クリスマス家族例会

場所　新横浜国際ホテル

日時　12 月 28 日㈮休会

日時　１月４日㈮休会

日時　１月 11 日㈮新年会

　　　点鐘　午後 6時 30 分

場所　新横浜国際ホテル

日時　２月 22 日㈮→ 23 日㈯移動例会

　　　職場訪問

場所　中山競馬場

○横浜緑ロータリークラブ

日時　12 月 19 日㈬夜間移動例会

　　　点鐘　午後 6時 30 分

　　　クリスマス家族会

場所　新横浜国際ホテル

日時　12 月 26 日㈬休会

日時　１月２日㈬休会

○横浜南陵ロータリークラブ

日時　12 月 20 日㈭夜間例会　　　

　　　クリスマス家族会

場所　ロイヤルホールヨコハマ

日時　12 月 27 日㈭休会

日時　１月３日㈭休会

日時　１月 10 日㈭通常例会

■会費納入のお願い　　　　　  　安藤　公一

　2018-19 年度半期分クラブ会費 120,000 円

を１月末までに納入いただきますようお願い

致します。
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■次週の卓話
　1/9 ㈬大川　伸一会員

　　「がん医療　最近の話題」　　　　　　　

　　　　　　 　　　　週報担当　倉本 宏昭
 
 

2019-20 年度 横浜旭ロータリークラブ  第１回理事会議事録 

日時  平成 30年 12月 5 日（水） 
場所  例会場 

出席者 
市川慎二 安藤公一 佐藤真吾  五十嵐正  新川 尚  
田川富男 大川伸一 目黒恵一  北澤正浩 

【報告事項】 
クラブ関係 

   1. 次年度 2019-20 年度役員及び理事の決定について 
平成 30年 12月 5日の年次総会において以下の役員及び理事が決定された。 

佐藤真吾～会長 市川慎二～直前会長 田川富男～会長エレクト 

北澤正浩～副会長 大川伸一～幹事 目黒恵一～会場監督 

安藤公一、五十嵐正 

 
【審議.事項】 

1. 次年度 2019-20 年度組織について 
  五大奉仕委員長の選任については轟淳次ガバナーエレクトの方針から DLP・CLP の 

導入を検討する必要があるため地区本部の動向をみてから決定する。             
2. クラブ協議会について 

 次年度クラブ協議会は年間５回とし、そのうち１回はガバナー補佐来訪時に 
例会時間内に全員参加で実施。又、必要に応じて適宜開催とする。 
予定は以下の通り 
第１回 地区研修協議会終了後 
第２回 ６月上旬ごろ 
第３回 ガバナー補佐来訪時 
第４回 １月下旬ごろ 
第５回 ５月下旬ごろ 
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2018~2019 年度 横浜旭ロータリークラブ 

第十回 理事会議事録 
日時  平成 30 年12 月5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 内田 敏  
田川富男 大川伸一 目黒恵一 

【報告事項】 
地区関係 

1. 12 月 9 日㈯18：00～  米山奨学生・学友年末パーティー  キャメロット  新川 
2. 12 月 20 日㈭15:00～ 地区 R 財団補助金管理セミナー  ソシア 21   佐藤真吾 田川 

クラブ関係 
   1.  12 月 12 日㈬例会時     ガバナー補佐来会 
   2. 12 月 15 日㈯18：00～    クリスマス家族親睦会   KKR ポートヒル横浜 
   3.  １月  9 日㈬13:30～     第 11 回理事会 
   4. 会計報告 

【審議.事項】 
1. チャリティーコンサート予算について 
 新川チャリコン部会委員長より予算の説明があり理事会にて承認した。              承認 
2. クリスマス・家族親睦会予算について 

  北澤委員長より予算の説明があり、一部修正はあるが基本的には承認した。    承認 
3. 朝倉春菜さんへの謝礼について 

  クリスマス例会で朝倉さん及びピアニストへの謝礼金額二人で５万円とする    承認 
4. 国際奉仕予算について 

 11 月の国際奉仕予算について 10 万円の記載があるが 
 後日 50 周年事業委員会より 10 万円が充てられる予定。 
 尚、次年度の本購入に 30 万円が 10 万円へと変更になったことで承認した。 
 但し、理事会承認無くお金を移動しており、今後は必ず理事会決議後にする。    承認 

5. 畠山重忠の看板修理代について 
 修理代 15 万円を特別会計から補う予定、予定通り行う。             承認 

6. その他 
 岩沼 RC へのプレゼント配布会員は交通費補助として原則 5,000 円を補助する。   承認。 
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幹事にも積極的に取り組んでいただき、当ク

ラブの活性化への動きを地区内各クラブに紹

介できたものと感謝しております。

　東北大震災の復興支援活動は今年度も区民

まつりの岩沼産のお米の販売や募金活動と

始っており、来週には岩沼の幼稚園、保育園

でのクリスマスプレゼント配布と続き、年明

けのチャリティーコンサートと続きます。私

も横浜旭 RC の会員の一人として、これらプ

ロジェクトに参加して参ります。

　ただしかし、ガバナーが公式訪問で述べら

れたように、当地区の現状は非常に厳しいも

のがあります。年度当初の会員数は 2019 名で

前年度地区の中で唯一会員が減少した地区と

なってしまいました。クラブ数も１クラブ減っ

て 56 クラブとなり、今年度末にはさらに１ク

ラブ終結するとのことであります。ガバナー

は組織改革、財政改革に取り組まれており、

ご存知のとおり、クラブ研修・協議会は 12 部

門を８部門とし、又地区委員長会議もクラブ

管理部門を基盤管理部門のパート１とパート

２に統合し、また社会奉仕、職業奉仕、国際

奉仕の委員長会議も１本に絞って実施してお

ります。各クラブもその会員数に合った組織

を考えていくことになるのです。

　地区では、前年度年度末に 80 人が退会し、

同じ事を繰り返すと現在 2,057 名まで増えた

会員が 2,000 人を割る危険性も抱えておりま

す。ガバナーからも、各クラブが年度末に退

会者を出さないように指導されておりますが、

残念ながら噂が聞こえてきております。当ク

ラブの会長時に、年度末に４人の退会者を出

して、年度当初の４人の入会者をはき出して

しまった私としては、大きいことは言えませ

んが、退会届がでてからは、いくら説得して

も難しいことを実感しています。退会の理由

は様々でしたが、会員間のコミュニケーショ

ンを深め、その一歩前の段階で把握して対応

する必要があったと反省しております。

　これから下期にかけてクリスマス例会、岩

沼でのクリスマスプレゼント、チャリコン、

ガンセミナーと、当クラブ自慢のプロジェク

トが続きます。全会員が協力して会員相互間

の親睦の効果も高めて、退会者を出すことな

く、さらにこれからプロジェクトが成果を挙

げ、地域へアピールし、新会員が一人でも多

く入会してくれることを切に願っています。

　残る半年間、IM もあります。又いろいろお

願いすることもでてくるとは思います。ホー

ムクラブの温かいご支援とご協力をお願いし、

市川年度が素晴らしい成果を挙げられること

を期待して、併せてくどいようですが、会員

増強をお願いして上期を終え、下期へ向かっ

てのご挨拶とさせていただきます。

■米山奨学会学年末パーティー報告　　　　
　  　　　　　　　　　　　　　　新川　　尚

　12 月９日㈰午後６時から米山奨学生学年末

パーティに沈さんと出席してきました。

　パーティーでは各国の留学生が和装したり、

それぞれの言葉でクリスマスソングを歌った

りとかなりの盛り上がりでした。そんな中、

故後藤会員がカウンセラーを務めた徐さんか

らも声を掛けられました。奨学期間が終わっ

ても仕事のことなどで相談していたそうです。

仕事も落ち着いて報告しようと思って参加し

たところ訃報を聞いてとてもショックで残念

がっておりました。後藤さんの存在感を改め

て知る思いでした。

　最後に抽選会があり私は景品が当たりまし

たが、沈さんは 2年連続参加賞でした。

■米山奨学委員会　　　　　  　　青木　邦弘

　確定申告の締め切りが 12 月です。目標一人

２万円ですので、本日の寄附までが確定申告

にまにあいます。又来年１月からも寄付をお

願いします。                           

■災害対策委員会　　　 　　　 五十嵐　正

○岩沼 RC のサンタクロース訪問の件

　12/8 ㈫６名

　12/21 ㈮３名

となっております。10 時岩沼駅集合です。

クラブより一人 5,000 円の補助がありますの

で、事務局へお申し出下さい。

■チャリティーコンサート部会　　　 　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　新川　　尚

　来年１月 20 日㈰に第８回チャリティーコン

サートが開催されます。高校生の間ではすっ

かり定着し活動の大きな目標となっておりま

す。協賛金を宜しくお願いします。
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■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川　慎二／①宋さん、本日の卓話宜しくお

願い致します。②本日で、当例会場で行う今

年度最後の例会となりました。皆様のご協力

に感謝申し上げます。

安藤　公一／宋さん卓話宜しくお願いします。

増田嘉一郎／上期が終わろうとしています。

この半年のご協力を、ガバナー補佐として感

謝します。

吉原　則光／年末最後の例会場の例会となり

ました。宋さんの卓話楽しみです。よろしく

お願いします。

内田　　敏／宋さん、本日の卓話楽しみでー

す！

二宮　　登／宋さん、今日の卓話楽しみにし

ています。

齋藤　善孝／宋さん、卓話楽しみです。

田川　富男／宋さん、いつもの元気な卓話宜

しくお願いします。

大川　伸一／宋さん、本日の卓話をよろしく

お願いします。

佐藤　利明／本年も残り少なくなり最終例会

となりました。本年一年間お世話になりまし

た。来年も宜敷しく。

新川　　尚／宋さん、卓話楽しみです。

須藤　　亘／冬らしい季節となりました。ク

リスマス例会を楽しみに元気に頑張ります。

宋さん、、本日の卓話楽しみにしております。

北澤　正浩／①宋さん卓話楽しみにしており

ます。②今週土曜日はクリスマス家族親睦会

です。お忘れなく！

■卓話「萩観光の紹介」           　　宋　　謹衣


