
■司　　会　副 SAA　北澤　正浩

■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
宋、青木

■会長報告
　皆様、こんにちは。先週の瀬谷 RC との合同

例会では、たいへん盛り上がったことと思い

ます。気の知れた仲間との和やかな雰囲気が

満ち溢れ、合同例会の素晴らしさを感じまし

た。個人的には、年に 2 回位あっても良いな

と思っています。

　さて、本日は第４回のクラブ協議会です。

予算があり、計画がしっかりと立ち上がって

はおりますが、やり残したことや、このやり

方のほうが良いかもといったことがあれば、

ぜひ今年度のうちに委員会で集まって頂き、

計画を見直したり、追加、変更して、残りの

下期のクラブが、より活性化されるようお願

いしたいと思います。どうぞ協議会では、皆

様の忌憚のない、ご意見を聞かせていただけ

ればと思います。

○地区関係　

１）５月 23 日㈭南北・新旧合同の会長幹事会

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　 　 　    30 名
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の開催が決まりました。

　佐藤真吾会長エレクト、大川幹事エレクト

ご出席をお願い致します。

○クラブ関係

１）先週の土曜日に、私と五十嵐さん、佐藤

真吾さん、大川さんと共に、当クラブの名誉

会員でありますタカナシ乳業会長の高梨さん

に災害基金への寄付を頂いたので、ご自宅に

お礼とご挨拶に伺って来ました。

　以前と変わらずお元気そうでしたが、足が

弱くなりあまり歩けないことと、奥様が認知

症なこともあり、なかなか例会には行かれな

いと言っておりました。

　災害基金については、本当に嬉しそうに「よ

く作ってくれたね」とお褒めの言葉を頂きま

した。思い出話に花が咲き、高梨さんがロー

タリーに入会した頃のお話や、当クラブ例会

1000 回記念の色紙を見せて頂いたり、最近の

例会の様子や会員数、増強についての状況を
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18 歳から 30 歳の青年男女

②次年度青少年交換留学生

・派遣　７名中４名が第５グループ

　新横浜 RC、横浜あざみ RC、横浜南 RC、

　横浜南陵 RC

・受入　

　第５グループホストクラブは横浜港南台 RC

　上記４クラブはスポンサークラブに。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川　慎二／本日のクラブ協議会、皆様どう

ぞ宜しくお願い致します。

安藤　公一／①本日のクラブ協議会宜しくお

願い致します。②テニス全豪オープンで大坂

なおみ選手の優勝を祝して。③サッカーアジ

アカップでの JApAN の優勝を祈って！

倉本　宏昭／皆様にはご心配をおかけしまし

た。おかげ様で元気です。

福村　　正／ 1/20 に開催したチャリティーコ

ンサートにご協力いただきありがとうございま

した。参加した生徒達は震災の恐ろしさを再確

認し演奏できる喜びを改めて実感した様子で

す。

吉原　則光／実り多いクラブ協議会でありま

すようにと期待しております。

田川　富男／クラブ奉仕はクラブの ｢ 要 ｣ で

す。各奉仕委員長さん、発表宜しくお願いし

ます。

須藤　　亘／寒い日が続いています。インフ

ルエンザも流行っておりますので、皆様どう

ぞご自愛下さい。

新川　　尚／ 2/13 の卓話に足裏マッサージの

先生をお願いしました。お手軽な健康法とい

う事でお役に立つとおもいます。よろしくお

願いします。

北澤　正浩／本日のクラブ協議会、よろしく

お願い致します。

■クラブ協議会 　　　　　　　　　　　　
１）会場監督 : 内田　敏

　11 月後半より後藤さんの後を受け継いだ内

田です。北澤会員に加わっていただき齋藤会

員と３人態勢で行っています。残り期間もス

ムーズに進行できるよう頑張ってまいります。

皆様のご協力をよろしくお願い致します。　

　２）クラブ奉仕委員会 : 田川富男

　クラブ奉仕の各委員会から報告が出るとは

思いますが、順調な活動が出来ております。
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聞かれたりと、１時間程の短い時間ではあり

ましたが、とても懐かしそうに話されていま

した。皆様には、くれぐれも宜しくお伝えく

ださいとのことでしたので、ご報告致します。

２）嬉しいお知らせです。入院されていまし

た倉本会員が、手術も無事に済み退院され、

先週より例会に出席してくださりました。ク

ラブよりお見舞いが出ておりますので、お渡

し致します。

■地区より委嘱状

新川尚会員 :財団ポリオプラス委員長

二宮麻里子会員 :故後藤会員引継いでカウンセラー

■幹事報告
１）会費納入のお願い

２)第４回会長・幹事報告

日時　１月 24 日㈭

○ガバナー補佐の担当順

　第５南 G は第５北 G と交互の担当ではなく、

第５G の新クラブ名簿順としたい、との回答

が来ました。これまで自主的に順番を設けて

推薦してきた第５北 G としてはグループ内全

クラブの自主的意見でガバナー補佐を推薦す

る方法を維持したく、ガバナーエレクトの指

名は避けたい。各クラブで　協議し結果を報

告願いたい。両者合意できそうな案はあるか。

○ガバナー補佐連絡会の報告

① RYLA の参加者追加募集

平成 31 年２月９日㈯～ 10 日㈰
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出席委員会が実施しているトランプカードに

よる席決めは会員同士の親睦に良い面が出て

いると感じます。親睦委員会は今までにない

大人数でクリスマス移動例会を無事成功させ

ました。増強・選考委員会につきましては開

店休業の状態ですので、皆様のご協力を頂き

多忙にさせて下さい。又その他各委員会は残

りの月の活動を活発に、宜しくお願い致しま

す。

３）出席委員会 : 齋藤善孝

　今年度出席率 100％達成は難しくなりまし

た。そこで 95％以上になるよう欠席者には他

クラブへのメーキャップ・地区主催の行事へ

の参加を呼びかけます。

　出席当番制は経過通り実施されております。

４）親睦委員会 : 北澤正浩

○例会場における活動

　スマイルリポートの受付、集計、発表につ

いては、一部の委員に積極的に担当を引き受

けていただいていますが、負担の偏りがない

よう今後は全委員にお願するように致します。

○情報集会の呼びかけ

８月テーマ｢会員増強｣「災害時緊急ファンド」

計画では年２回の実施を予定しております。

○この指とまれ企画

7/12　川崎競馬ナイトレース観戦

　逝去された後藤会員にご協力を頂き開催

7/29　横浜旭ジャズまつり観覧

　今後の予定として 2/13 に有志による新年会

　を開催致します。ご参加よろしくお願いい

　たします。

○クリスマス・家族親睦会　　　

12/19　会員ご家族、ご友人が出席し、クリス

　マスのひと時を楽しみました。特に余興の

　須藤会員のマジックが大好評でした。

○その他

12/21　被災地の子供たちへクリスマスプレゼ

　　ント配布

1/20　東日本チャリティーコンサート手伝い

　皆様のご協力に感謝し、今後も会員間のコ

ミュニケーションを図るために活動して参り

ます。

５）会報委員会 : 倉本宏昭

　順調に運営されています。

６）会員増強・職業分類委員会 : 兵藤哲夫

①後藤会員の御不幸で、残念ながら１名の欠

　員が生じてしまいました。

②純増２名を目指して計画をしています。

③会員各位の絶大なるご協力をよろしく！

７）プログラム委員会 : 佐藤真吾

　上半期のプログラムは、ほぼ計画通りに進

める事ができました。今後のプログラムでは、

未定であった 4/24 体験例会の卓話者も決ま

り、卓話バンクの取り入れも 4/17 内田会員の

一般卓話の時で卓話者を調整中です。

2/20 ㈬　会長エレクトフォーラム

2/27 ㈬　災害復興支援フォーラム

　　　　 （五十嵐会員）

3/ 6 ㈬　IM（移動例会）

3/20 ㈬　一般卓話（佐藤利明会員）

3/27 ㈬　外部卓話

　　　（横浜市消防局旭消防署長　川村滋氏）

4/17 ㈬　卓話バンクからの卓話（調整中）

4/24 ㈬　体験例会

　　　　（横浜 FC 会長　奥寺康彦氏）

８）社会奉仕委員会 : 目黒恵一

　クラブ計画書の通りです。

①旭ふれあい区民まつりへの参加

　寄附金 29,315 円

②チャリティーコンサート部会への協力

　寄附金 50,643 円

③がんセミナーを職業奉仕委員会と協力して

　成功させたいです。

９）職業奉仕委員会 : 大川伸一　

①職業奉仕フォーラムはがん医療の最近の話

　題と称してがんゲノム医療などについて卓

　話を行った。

②がんセミナーは 3/2 ㈯にがんセンターで行

　う予定

③事業所訪問は 3/20 ㈬例会終了後、相鉄線　

　JR 線の羽沢工事現場を見学予定

10）国際奉仕委員会 : 二宮麻理子

　昨年度より取り組んでおります日本語支援

拠点施設「ひまわり」に日本語学習教材 137

冊寄贈。昨年 10/23 ㈫感謝状贈呈式に会長、

国際奉仕委員会の方々と参加致しました。

　また「旭・日本語ボランティア」には日本

語ボランティアとして参加していますので、

今後もできる限りボランティアを続けていき

たいと思います。

11）ロータリー財団委員会 : 太田勝典

①年次基金～１人 120 ドルは９割方御協力い



– 4 –

ただいております。もう一押しします。

②恒久基金（ベネファクター）

　1,000 ドル６名御協力頂きました。

１回目　北澤会員、佐藤真吾会員、市川会員

２回目　吉原会員、新川会員、太田勝典会員

　当クラブのベネファクターは今まで年間３

名が最多でしたので、新記録達成！

ご協力に感謝いたします。

③ポリオ基金～ 5,000 円以上

　２月より集金いたします。

　再度御協力お願いします。

12）米山記念奨学会 : 青木邦弘

①寄附金１人当たり 20,000 円以上を目標と

して、毎月第３例会で一人 2,000 円以上の

寄付をお願いして参りました。１月時点で

489,000 円の寄附がありました。２万を超え

ているのは太田勝典会員、斎藤善孝会員、佐

藤真吾会員、佐藤利明会員、内田敏会員、青

木邦弘会員、ふるっての寄付をお願いします。

②当クラブに関わった米山奨学生の名簿につ

きましては、ガバナー事務所より頂きました

ので、今後活用していきたいと思います。

③ 10/13、会員、ご家族、学生総勢 14 名で米

山記念館訪問を実施しました。

13）災害対策委員会 : 五十嵐正

① 12 月、被災地のこども達にクリスマスプレ

ゼント。参加者、増田 G 補佐、市川会長、安

藤幹事、新川、佐藤真吾、北澤、田川会員の方々

のご協力で、２日間で 262 名の子ども達にプ

レゼントを届けることが出来ました。

②被災地支援物品販売（区民まつり）

今年も毎年好評の岩沼のお米を販売し、５万

円近くの収益をあげることが出来ました。

③チャリティーコンサート

ロビーに東日本大震災の当時の被災地域写真

を展示し、風化防止と募金を呼びかけをした。

④防災マニュアル「てんでんこ」制作配布

（区民まつり、チャリティーコンサート）

⑤クラブ内緊急連絡網の整備訓練

　（3.11 当りに一度試してみる）

⑥災害に関する専門家の卓話

（災害対策委員会フォーラムにて検討）

⑦クラブ内災害ファンドの提案

　当初の予想を超え、ほぼ会員全員の皆さん

からご支援をいただき、例会に来られない矢

田さん、高梨さんからも賛同を得ることが出

来ました。この後は Hp にて地域の皆様にも呼

びかけをさせていただきます。また、基金が

枯渇しないような仕組みを提案して参ります。

　それと平行して、他クラブへの防災を通し

たネットワーク作りを Hp を利用して始め、

ロータリーらしい被災地に寄り添う支援、効

果的な支援の在り方を勉強して参ります。先

日の新聞の特集に「過ごしやすい避難所とは」

のがありまして、キーワードは T（トイレ）K

（キッチン・食事）B（ベット・睡眠）だそう

です。この辺にヒントがあるように思いまし

た。

14）チャリティーコンサート部会 : 新川　尚

　1/20 ㈰にチャリティーコンサートを開催致

しました。多くの会員の皆様にご来場、お手

伝いいただき有り難うございました。

　今年も震災時の映像上映から始まり、地域

の中学生、高校生たちの熱い演奏が繰り広げ

られました。また旭区長も駆けつけてくださ

りご挨拶をいただきました。子どもたちにとっ

ては良い経験となったと思います。

　しかし今年は観客動員数が振るわず募金も

例年よりも少ない 50,463 円でした。これは次

回以降の課題としたいと思います。

　子どもたちはこのコンサートを目標として

日々の練習頑張っていますのでこれからもこ

のコンサートが存続出来るよう皆様のより一

層のご理解ご協力を宜しくお願い致します。

15）創立 50 周年記念事業実行委員会 :

　　　　　　　　　　　　　　　   関口友宏

　数回の会議を経て、意見の集約と問題点の

把握に努めてきました。

　式典は 2020 年１月 29 日㈬ベイシェラトン

ホテルに決まっております。記念事業につき

ましては、旭区誕生 50 周年記念事業と連携す

べく交渉を進めているところです。予定とし

まして、ズーラシア動物園の隣地で整備が進

められている里山ガーデンエリアの未整備区

域に何か記念になるものをと、考えておりま

す。なお総予算（積立金）は 460 万円です。

16）会計 : 五十嵐正

　前半を終わって、交際費の支出が多いです。

皆様健康にご留意下さい。

■次週の卓話　

2/13 ㈬職業卓話　　　　　新川　尚会員

　　   　　　　　　 週報担当　内田　　敏


