
■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
北澤、須藤、宋、二宮（麻）

■他クラブ出席者
福村（戸塚 RC）

■ゲスト
沈　佳穎様（米山奨学生）

■２月皆出席者表彰

安藤　公一会員　　　　14 年

北澤　正浩会員　　　　 6 年

二宮　　　登会員　　　49 年

本日の出席数         23 名

本日の出席率     85.19％ 修正出席率           100％

会員数　 　 　    30 名
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■会長報告
　皆様、こんにちは。先週に比べ温かくなり

ましたが、２月は如月とも言い、もともとは

漢字で「衣を更に着る」と書いて「きさらぎ」

と読んでいたという説が有力で、寒さに重ね

着をする季節という意味だそうです。まだ寒

い気温が続きそうですので、くれぐれもお体

に気をつけてお過ごしください。

　今から、３日後の２月 23 日は、私たちロー

タリアンにとって、特別な日です。

　114 年前、この日の会合では、「一人一業種

で、親睦を深める会を作る」という創立の趣

旨が熱く語り合われ、あらゆる職業人の人を

集めることになりました。ポール・ハリスが、

友人 3 人と会合を開いた日です。様々な分野

の職業人が集まって、知恵を寄せ合い、生涯

にわたる友情を培うことのできる場を作りた

いといった思いから出来上がったのが、ポー

ルハリスの子どもともいえるロータリークラ

ブです。その後、ロータリーは多くの人を魅

了し、多くの奉仕活動が感動を呼び、各国地

域へと広がり、ロータリーの会員は、夢中に

なって世界が抱える数々の問題に取り組みな

がら、今日まで成長発展してきました。

　ポール・ハリスは、「ロータリーが、私た

ちにとって何を意味するにせよ、世界はその
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P.5

　ポール・ハリスの幼少期から晩年までの写

真が掲載されています。特に⑥の写真が関口

会員によく似ています。

P.7 ～特集　難民を知る

　日本人にとって難民は身近な問題ではあり

ません。日本はもっと難民を受け入れるべき

だという意見を聞くこともあります。この記

事を読んで難民の現状を知るところから始め

てみてはいかがでしょうか。

P.16 ～米山梅吉記念館　今年、創立 50 周年。

　米山梅吉に関するエピソードが紹介されて

います。合わせてｐ．26 ～のよねやまだより

もご覧ください。

P.31

地区大会略報に第 2590 地区が掲載されていま

す。

P.34

広範囲に及ぶ友情　

　カナダとアメリカ・第 7040 地区パスポート

RC 設立の経緯、運営に理解し難いところもあ

りますが、参考になるところも多くあると思

います。

縦組み

P.4 ～ SPEECH

平和と紛争予防／紛争解決月間にちなんだ内

容となっています。

P.18 友愛の広場

　イラッときたら 6 秒待つアンガーマネジメ

ント。怒りは高いところから低いところへ流

れやすく、立場の強い人ほどアンガーマネジ

メントが必要です。身近な対象ほど怒りが強

くなるのは、身近な人への甘えがあるから。

P.20

俳壇・歌壇・柳壇　吉原会員は今月は休載です。

P.29 ロータリーアットワーク

　「RLI は楽しい！」2590 地区の記事が掲載さ

れています。また、P.31 に用語の解説がされ

ています。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川　慎二／①本日は会長エレクトフォーラ

ムとなります。佐藤真吾さん、宜しくお願い
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活動成果によって、ロータリーを知るのです」

という言葉を残しました。ロータリーは将来、

奉仕と親睦を実践しながら、伸びて育ってい

く子どものように、無限の可能性があり、こ

の活動の成果が、世界に必要とされる組織に

なるとわかっていたのでしょう。

　間もなく迎えるロータリー創立日には、改

めてポール・ハリスの創立の時の思い描いて

いた、ロータリーの理想を想うと共に、常に

高い目標を掲げてきたロータリーの活動に、

あらためて誇りと敬意を表してみてはいかが

でしょうか。

　さて、本日は、会長エレクトフォーラムと

なります。佐藤真吾会員、どうぞ宜しくお願

い致します。

○地区関係

１）２月 24 日㈰キャメロットジャパンにて、

ロータリー米山奨学生終了式、歓送迎会が開

催されます。

　安藤幹事、青木会員、二宮麻理子会員が出

席されます。

○クラブ関係

１）青少年指導者養成プログラム（RYLA）に、

当クラブが推薦し参加された、毛塚 衛さんが、

次週来会され、RYLA の報告を行う予定となっ

ております。

■米山奨学委員会                 　　　青木　邦弘

 米山dayです。目標まであと131,000円です。

２万円を超えた方も宜しくお願いします。

■職業奉仕員会　　　　　　　　大川　伸一

　３月２日開催されます、がんセミナーにつ

いて、参加登録数がまだ少ない状態ですので、

皆様、ご友人などに改めましてお誘いをお願

致します。

■雑誌委員会　　　　　　　　　新川　　尚

○ロータリーの友紹介

横組み

RI 会長メッセージ

　奉仕プロジェクトについてとなっています。

毎月、会長メッセージだけを読んでも世界の

ロータリーがどの方向に向かっているかがわ

かると思います。
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致します。②沈さんようこそ。

安藤　公一／①佐藤真吾さん、会長エレクト

フォーラム宜しくお願いします。②皆出席表

彰を頂き有り難うございます。あっという間

の 14 年間でした。これからも皆出席を続けて

いける様頑張りますので、宜しくお願いしま

す。

佐 藤　 真 吾／本日は会長エレクトとして

フォーラムを開催させていただきます。CLP

という難題ではありますが、会員の皆様宜し

くお願い致します。

目黒　恵一／先週のロータリークラブの新年

会では会長幹事をはじめ 14 名の出席をいただ

き有り難うございました。おつりをニコニコ

ボックスへ！！

二宮　　登／ 49 回の皆出席祝いをありがとう

ございました。

吉原　則光／今日の例会、すっかり春まいて

４月中旬の陽気とか。佐藤さんの卓話、来年

の抱負など、たっぷり拝聴したいです。よろ

しくお願いします。

五十嵐　正／佐藤真吾さん、本日のエレクト

フォーラムよろしくお願いします。大変です

が頑張って下さい。

内田　　敏／佐藤真吾さん、本日のフォーラ

ムよろしくお願い致します。

福村　　正／先日は叔父の葬儀にお越し頂き

まして有難うございました。

大川　伸一／本日は会長エレクトフォーラム

を皆様、宜しくお願いします。

■卓話　会長エレクトフォーラム
「クラブ・リーダーシップ・プラン（CLP）に

ついて」　　　　　　　　　　　　佐藤　真吾

＜ CLP 導入の経緯＞

　2004 年 11 月、RI は会員数の少ないクラブ

が効果的なクラブ運営を行うことができるよ

うクラブ・リーダーシップ・プラン（CLP）を

理事会で採択。同時に推奨ロータリークラブ

細則の「委員会」の規定が、従来の 18 委員会

から５委員会に変更される。

　2016 年規定審議会の決定を受け、「委員会」

の規定は推奨ロータリークラブ細則から標準

ロータリークラブ定款に移行。

＜現在の横浜旭ロータリークラブ定款＞

第 13 条　理事および役員および委員会

第 6 節－委員会。本クラブは次の委員会を有

すべきである。

・クラブ管理運営

・会員増強

・公共イメージ

・ロータリー財団

・奉仕プロジェクト

必要に応じて追加の委員会を任命できる。

＜当クラブでの CLP 導入＞

　2006-7 斉藤ガバナー年度の地区方針で CLP

の検討・導入が掲げられたのを受け、当クラ

ブでも CLP を導入。委員会構成を変更するも、

地区協議会（現在の地区研修・協議会）や地

区の委員長会議が従来の委員会構成に基づい

13 会員を導くリーダーシップ

補遺1

クラブ委員会構成の例
ロータリーは5つのクラブ委員会を推奨しています。クラブの関心や活動、会員数に応じて、委員
会を追加、削除や統合することができます。どのような小委員会が適しているかは、ガバナー補佐
または地区ガバナーと相談して決めることもできます。

 
 
オプション1：標準的なロータリークラブの委員会

委
員
会 クラブ 

管理運営
 

会員増強 公共イメージ 奉仕プロジェクト ロータリー財団

小
委
員
会
の
例

• プログラム
• 会員コミュニ 
ケーション 
• ウェブサイト
• 交流行事

• 新会員勧誘
• 積極的参加
• 新会員オリエン
テーション 
• 多様性

• メディア対応
• 広告・マーケテ
ィング
• ウェブサイト・
ソーシャルメデ
ィア

• 国際奉仕
• 社会奉仕
• 職業奉仕
• 青少年奉仕
• ファンドレイジ
ング（奉仕プロ
ジェクト）

• ポリオ
• （補助金のた
めの）ファンド
レイジング
• 補助金

 
 
 
オプション2：小規模なロータリークラブの委員会

委
員
会 クラブ

管理運営
 

会員増強 公共イメージ 奉仕プロジェクト ロータリー財団
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て行われたため、クラブ運営に支障をきたし、

翌年度には従来の委員会構成に戻す。

＜地区の方針＞

　2018-19 金子ガバナー年度から「DLP・CLP」

導入に向けた具体的な動きがスタート。

　標準ロータリークラブ定款の委員会構成に

基づいた地区研修・協議会の分科会設定、地

区の委員長会議を行う。

＜ CLP 導入を検討するにあたり、2006-7 年度

の時との大きな違い＞

・「委員会」の規定が細則から定款に移行して

　いる

・当クラブの定款と細則の「委員会」の規定

　にズレが生じている

・標準ロータリークラブ定款の委員会構成に

　基づいた地区の運営

＜テーブルディスカッション＞

１）CLP 導入にあたって留意すべき点

　（メリット・デメリット EtC）

２）CLP 導入後の委員会構成

参考資料―2018-19 年度横浜旭 RC 組織表シュ

ミレーション＊下表参照

＜フォーラムの最後に＞　

　2019-20 年度は横浜旭ロータリークラブが

創立 50 周年を迎えます。

　会長として、次の 50 年に向けてのスタート

と位置づけ、クラブを更に発展させていく為

に、魅力あるクラブ作りに取り組んでいきた

いと考えています。

　会員の皆様のご指導をよろしくお願い致し

ます。

■次週の卓話　

　3/6 ㈬　第４・第５グループ IM

　点鐘　午後３時

　登録　午後２時～

　場所　横浜ベイシェラトンホテル５階

　　　　　　　　　　　　　　　「日輪」

　

　　　　　　　　　　週報担当　倉本　宏昭

2019/2/25

会長 SAA 理事 会長 SAA 理事

会長エレクト 副SAA 理事 会長エレクト 副SAA 理事

副会長 副SAA 理事 副会長 副SAA 理事

幹事 理事 理事 幹事 理事 理事

副幹事 理事 理事 副幹事 理事 理事

会計 理事 理事 会計 理事 理事

会計監査 会計監査

… 5委員会 … 4委員会 … 3委員会

2018-19年度　 横浜旭RC組織表（ 新） 2018-19年度　 横浜旭RC組織表（ 現）

佐藤　 真吾 内田　 　 敏 安藤　 公一 佐藤　 真吾 内田　 　 敏 安藤　 公一

市川　 慎二 後藤　 英則 田川　 富男 市川　 慎二 後藤　 英則 田川　 富男

安藤　 公一 市川　 慎二 後藤　 英則 安藤　 公一 市川　 慎二 後藤　 英則

田川　 富男 齋藤　 善孝 五十嵐　 正 田川　 富男 齋藤　 善孝 五十嵐　 正

五十嵐　 正 佐藤　 真吾 大川　 伸一 五十嵐　 正 佐藤　 真吾 大川　 伸一

大川　 伸一 滝澤　 　 亮 目黒　 恵一 大川　 伸一 滝澤　 　 亮 目黒　 恵一

副委員長 委員委員会 委員長 副委員長 委員 委員会 委員長

今野　 丁三 今野　 丁三

クラブ奉仕 田川　 富男 佐藤　 真吾クラブ管理運営

田川　 富男

齋藤　 善孝 大川　 伸一 吉原　 則光 須藤　 　 亘 宋　 　 謹衣 柳沢　 哲也出席 齋藤　 善孝 吉原　 則光 須藤　 　 亘 宋　 　 謹衣 柳沢　 哲也 出席

兵藤　 哲夫 目黒　 恵一 岡田　 清七 柳沢　 哲也親睦 北澤　 正浩 後藤　 英則 兵藤　 哲夫 目黒　 恵一 岡田　 清七 親睦 北澤　 正浩 後藤　 英則

宋　 　 謹衣倉本　 宏昭 大川　 伸一 青木　 邦弘会報 倉本　 宏昭 大川　 伸一 青木　 邦弘

倉本　 宏昭 内田　 　 敏 今野　 丁三 関口　 友宏 須藤　 　 亘プログラム 佐藤　 真吾 会報

齋藤　 善孝 岡田　 清七 二宮麻理子 滝澤　 　 亮会員増強 兵藤　 哲夫 関口　 友宏 内田　 　 敏 佐藤　 利明 研修・ 広報・ 雑誌 新川　 　 尚

会員増強・ 職業分類 兵藤　 哲夫 内田　 　 敏 佐藤　 利明 太田　 勝典公共イメ ージ 新川　 　 尚 岡田　 清七 太田　 幸治 矢田　 昭一

会員選考 関口　 友宏 吉原　 則光 太田　 幸治 矢田　 昭一

二宮　 　 登

田川　 富男職業奉仕 大川　 伸一 増田嘉一郎 関口　 友宏 今野　 丁三 プログラム 佐藤　 真吾

社会奉仕 目黒　 恵一

大川　 伸一 増田嘉一郎 関口　 友宏 今野　 丁三社会奉仕 目黒　 恵一 北澤　 正浩 五十嵐　 正

北澤　 正浩五十嵐　 正 安藤　 公一 二宮　 　 登 市川　 慎二 内田　 　 敏青少年奉仕 滝澤　 　 亮 後藤　 英則

大川　 伸一 北澤　 正浩 五十嵐　 正 福村　 　 正国際奉仕 二宮麻理子 二宮　 　 登 宋　 　 謹衣

チャリ ティ ー
コンサート 部 新川　 　 尚 福村　 　 正 佐藤　 真吾 須藤　 　 亘

二宮麻理子 青木　 邦弘 二宮　 　 登 宋　 　 謹衣ロータリ ー財団 太田　 勝典 吉原　 則光 田川　 富男

災害対策 五十嵐　 正 安藤　 公一 二宮　 　 登 市川　 慎二 内田　 　 敏 北澤　 正浩

青少年奉仕 滝澤　 　 亮 新川　 　 尚 青木　 邦弘 後藤　 英則米山記念奨学金 青木　 邦弘 福村　 　 正 柳沢　 哲也

佐藤　 真吾 新川　 　 尚 太田　 勝典

米山記念奨学金 青木　 邦弘 二宮麻理子 新川　 　 尚

奉仕プロジェ クト

職業奉仕

災害対策

国際奉仕

チャリ ティ ーコンサート 部会

ロータ リ ー財団 田川　 富男 滝澤　 　 亮

新川　 　 尚 福村　 　 正 佐藤　 真吾 須藤　 　 亘

佐藤　 真吾 新川　 　 尚


