
■司　　会　副 SAA　内田　　敏

■開会点鐘　会　長　市川　慎二

■斉　　唱　それでこそロータリー

■出席報告

  
■本日の欠席者
田川、宋、滝澤、二宮 (麻 )

■他クラブ出席者　新川（地区）

本日の出席数         23 名

 本日の出席率    85.19％ 修正出席率   　  92.86%      

会員数　 　 　    30 名
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■表彰
・べネファクター

　市川会長、　佐藤 (真 )会員、北澤会員

・ポールハリスフェロー　　　  今野会員　

■会長報告
　皆様、こんにちは。沖縄では、梅雨入りし、

ジトジトした、雨のシーズンが近づいて参り

ました。過ごしやすい季節は、あっという間

に過ぎていくように感じます。

　５月というと霧が発生しやすい時期とされ、

この頃から日本の気候では、はっきりと霧の

様相を呈してきます。

　振り返ってみると昨年の５月の今頃は、次

年度の会長としての方針や年間の行事予定、

会計から各委員会の計画やプログラムなど、

確認はするものの、困惑し手探りしながら、

霧の中を進んでいたように思います。そんな

中、多くの方に支えられご指導を頂きながら、

日に日に霧が晴れ、今日までクラブの会長を

楽しんで来ることが出来ました。これも、皆

様のご協力ご支援のお蔭と感謝しております。

　そして、本日で無事に最後のクラブ協議会

を迎えることができました。各委員長の皆様、

会員の皆様に今年度の計画を予定通り、実行

して頂きましたことをお礼申し上げます。

〇地区関係　

１）明日は、新旧会長幹事会となります。

２）訃報が届いております。横浜瀬谷ロータ

リークラブの名誉会員でありました、小澤茂
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年次基金累計　＄3,480.00( 一人当たり＄120)

恒久基金累計　＄1,000.00

ポリオ他累計　＄1,629.00

　　　　　　　　　　　(一人当たり＄56.17)

　　　　合計　＄6,109.00

　クラブによっては年度末にまとめて入金す

る事もありますので、数字は変動すると思わ

れます。最新の情報は My Rotary で見ること

が出来ます。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川　慎二／本日のクラブ協議会よろしくお

願い致します。

安藤　公一／本日のクラブ協議会、皆様宜し

くお願い致します。

今野　丁三／ポールハリスフェロー記念あり

がとうございます。

北澤　正浩／本日のクラブ協議会よろしくお

願い致します。所用があり早退いたします。

お許し下さい。べネファクター表彰有難うご

ざいます。

大川　伸一／本日の拙いスマイルレポートの

発表をお聞きいただきましてありがとうござ

いました。

■第５回クラブ協議会
【会場監督】　　　　　　　　　　 内田　　敏

　後藤会員の後、SAA の任を受け、斎藤会員、

北澤会員の協力を頂き進行できた事に感謝い

たします。

【クラブ奉仕委員会】　　　　   　田川　富男

　市川年度も残り 2 か月になりましたが、ク

ラブ奉仕の各委員会 ( 出席・親睦・会報・増

強・プログラム ) は受けた委員会の活動を実

施しています。クラブ奉仕は次年度より予定

の CLP にてのクラブ管理運営の前身でもあり、

クラブの根幹です。各委員会は今期の最終日

まで、宜しくお願い致します。

【出席委員会】　　　　　　　　　斎藤　善孝

　皆さんの協力により 90％以上の出席率を維

持してきました。残りあと 1 か月になりまし

たが、引き続きご協力をお願い致します。

【親睦委員会】　　　　　　　　 　 北澤　正浩

・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」

３月テーマ

「体験例会で会員増強を成功させよう」

「増強できない理由を考えよう」
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さんがご逝去されました。

３）ガバナー補佐が一年間の挨拶として、６

月 19 日の例会時に訪問されます。

〇クラブ関係

１）本日は、災害支援基金に関するクラブ細

則制定のため、臨時総会となります。出席報

告の後、クラブ協議会前に、とり行わせて頂

きます。

〇臨時総会

第１号議案　

横浜旭ロータリークラブ災害支援基金に関す

るクラブ細則の制定。

　会員総数 30 名のうち 22 名が出席され、投

票の定足数である会員総数の３分の１を満た

しており、本総会は成立した。出席者３分の

２以上の賛成があり、本議案は原案通り承認

可決された。

■幹事報告
１）例会変更のお知らせ

５月 29 日㈬の移動例会は中止になりました。

通常例会となります。佐藤二郎会員のイニシ

エーションスピーチです。

■５分間情報　　　　　　　　　 新川　　尚

「ロータリー財団への寄付状況 5/21 現在」

地区 (会員数 2,023 名 )

年次基金累計　＄283,752.40

            　　(一人当り＄140.26)

恒久基金累計　＄82,888.57

ポリオ他累計　＄78,976.39

　　　　　　　　(一人当り＄39.04)

　　　　合計　＄445,617.36

当クラブ (会員数 31 名 )

年次基金累計　＄3,685.00

　　　　　　　　(一人当り＄118.87)

恒久基金累計　＄6,000

ポリオ他累計　＄1,627.27

　　　　　　　　(一人当り＄52.49)

　　　　合計　＄11,312.27

・寄付額合計で＄10,000 を超えるクラブ　11

・年次基金一人当たり＄100 未満のクラブ　14

・年次基金一人当たり＄200 以上のクラブ　５

・ポリオ＄０のクラブがクラブ　９

・恒久基金＄6,000 は同額で３位

　　　１位　　横浜西＄25,000

　　　２位　　川崎北＄ 6,800

　　　３位　　神奈川＄ 6,000

　　　　　　　横浜旭＄ 6,000

横浜瀬谷 RC( 会員数 29 名 )
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・この指とまれ企画

7/12　川崎競馬場ナイトレース観戦

　 逝去された後藤会員に協力を頂きました。

7/29　横浜旭ジャズまつり観覧

2/13　新年会開催

・クリスマス家族親睦会

12/19　会員家族、友人など出席、

　　　 余興の須藤会員のマジックが大好評

・その他

12/21　被災地の子どもたちへ

       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

3/19　須藤さん、沈さんの送別会

・反省点

　スマイルリポートの受付集計発表が一部の

委員に偏ってしまい、全委員に声をかけ、当

番制にする等の対応が必要。今年度も残りわ

ずかですが会員間のコミュニケーションを図

るために活動してまいります。

【会報委員会】　　　　　　　　　 倉本　宏昭

　委員会は順調に運営されています。

【雑誌・研修・広報委員会】　　　  新川　　尚

１）雑誌の紹介は当番制とし、原則として毎

月第３例会で行いました。一部順番が崩れる

時もありましたが、ほぼ予定通り出来ました。

２）広報に関しては例年通りの活動に留まり

ました。

３）研修は当番制とし、原則として毎月第４

例会で５分間情報として行いました。R 財団

の指定する６つの重点分野と自由題で発表し

ましたが、もう少し内容に幅を持たせても良

かったのではないかと考えます。

　【会員選考委員会】　　　　　　  関口　友宏

　今期の対象者は会員の転勤にともなう後任

者１名だけでした。クラブ活性化のためには

若手会員の増強が必要でその為の環境づくり

を真剣に考えていく必要があります。

　尚、当委員会は形骸化しており今後の存在

価値が問われます。

【プログラム委員会】　　　　　　  佐藤　真吾

　今年度は、第四週で外部卓話（体験例会を

含む）を多く取り入れ、各界でご活躍されて

いる著名な方や、地域の行政・防災・防犯を担っ

ている各所の長をお招きして、貴重なお話し

を伺う機会としました。予定通り進める事が

できたと思っています。ただし、卓話バンク

の取り入れについては、地区を通じて 3 クラ

ブの登録者の方に依頼をしましたが、それぞ

れが様々な理由で断りがあり、実現する事は

できませんでした。地区の方で登録者の情報

の更新や卓話内容の見直し等メンテナンスが

必要だと感じました。

【会員選考委員会】　　　　　　  　関口　知宏

　今期の対象者は会員の転勤にともなう後任

者１名だけでした。クラブ活性化のためには

若手会員の増強が必要でその為の環境づくり

を真剣に考えていく必要があります。

　尚、当委員会は形骸化しており今後の存在

価値が問われます。

【社会奉仕委員会】　　　　　　　  目黒　恵一

１）旭ふれあい区民祭り 10/21 ㈰

・岩沼産のお米販売２㎏ 700 円 300 袋完売

・NGO 団体の販売アジアの女性と子どもネット

　ワーク

・㈱ドリームによる風船販売

・二俣川看護福祉高校のアトラクション

　区民祭りは地元旭区の大切なイベントです。

またロータリーの活動を理解していただく絶

好の機会でもあります。

２）チャリティーコンサート部会への協力

　1/20 ㈰に開催されたコンサートで被災の写

真掲示、募金活動のお手伝い

３）がんセミナーへの協力

　3/2 ㈯がんセンター病院長大川会員はじめ

４名の講師の皆様によるがんセミナーでは準

備の手伝いをしました。

【職業奉仕委員会】　　　　　　  　大川　伸一

１）職業奉仕フォーラム

　フォーラム形式の開催を模索したが結局委

員長が卓話を行った。テーマは増加するがん

の実情を踏まえて最新のがん医療について、

とした。

２）学校等への出張講座

　実現できなかったが、重要な柱であると考

えられるため次年度の課題として引き継いで

いきたい。

３）職場、事業所訪問

　相鉄様の手厚いご協力により相鉄・JR 直通

羽沢工事現場見学を行うことが出来た。内容

は今年中に二俣川が新宿と一本で繋がり３年

後に新横浜や東横線に繋がるという魅力的で

大変楽しいものであった。

４）がんセミナー

　県立がんセンターの講堂を会場として４名

の講師により行った。100 名以上の区民等が

の参加があった。
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５）その他

　地区のクラブ奉仕活動部門委員長会議に出

席し、ガバナーエレクトから次年度のクラブ

運営について改革を提唱され、内容をクラブ

へ報告した。

【国際奉仕委員会】　 　　　　　  二宮麻理子

１）日本語支援拠点施設「ひまわり」に日本

語学習教材、137 冊を寄贈。先月注文した残

りの教材と宋さんが不要になった本を、本日

ヒマワリに届ける予定。

２）2/6 の国際奉仕フォーラムでは横浜市教

育長鰐渕信也様をお迎えして「横浜市の教育

分野での取り組み」と題しての卓話を致しま

した。

３）昨年度より続けている「旭・日本語ボラ

ンティア」には教材費として 30,000 円を６月

に贈る予定。

【ロータリー財団】　　　　　　  　太田　勝典

　年次基金、ポリオにつきましては全員から

寄付をいただきました。いままで当クラブで

はなかったことです。べネファクターは６名

の方にご協力をいただきました。いままで３

名が最多でしたので、目標は達成できました。

今後とも、財団へのご寄付をお願い致します。

【米山記念奨学会】　　　　　　  　青木　邦弘

１）寄付金一人当たり 2 万円以上とし、毎月

第３例会で一人 2,000 円以上の寄付をお願い

しました。今年度を含め８年間一人 20,000 円

以上の目標を達成していません。今年度は目

標に対して約 96％一人当たり 19,776 円でし

た。２万円を超えた会員は 11 名でした。

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いただきま

した。今後活用していきたいと思います。

３）10/13、会員、家族、学生総勢 14 名で米

山記念館訪問を実施しました。米山奨学生の

参加も企画しましたが、予算がない為断念し

ました。今後米山委員会にも予算が必要と思

われます。

【災害対策委員会】　　　　　　　  五十嵐　正

　当初の計画書の内容に沿ってご説明します。

１）岩沼幼稚園児へのクリスマスプレゼント

は、12/ ８、21 の２回、７名（安藤、市川、増田、

新川、佐藤真、田川、北澤会員）の参加ご協

力を得て予定通り行いました。

２）～４）の事業は予定通り行いました。

５）クラブ内緊急連絡網整備は担当の須藤会

員の転勤に伴い実行出来ず、次年度に予定。

６）災害専門家の卓話は、イタリアの災害チー

ムリーダーの講演を予定し、準備を進めてお

りましたが、来日の日程が急遽変更になり、

次回へ繰越となりました。

７）クラブ災害支援基金につきましては、皆

様のご協力によりまして、計画以上に実績を

上げることができ、本日クラブ細則の承認が

実現しました。次年度は、これを実績に他ク

ラブへ連携を呼びかけ、更に充実した活動へ

移行して参りたいと思います。

８）災害支援協定のシンボルマークを制作し

ました。今後 HP、クラブ印刷物等に使用して

まいります。

【チャリティーコンサート部会】　  新川　　尚

　第８回横浜旭ロータリークラブチャリィー

コンサートを 1/20 ㈰に開催致しました。多く

の会員の皆様にご来場、お手伝い頂きありが

とうございました。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とても良い経験

となったと思います。しかし、今年は観客動

員が振るわず募金も例年より少ない 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

として日々の練習を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

願いします。

【会計】　　　　　　　　　　　　  五十嵐　正

　今期は、前年度より会費を２万円減額し、

前年度繰越金約 87 万円でスタートしました。

　支出については、例会時の備品（マイク、

プロジェクター）の買い替え、畠山重忠看板

修復（社会奉仕）、また交際費（葬儀、病気見

舞等）が想定より多かったところです。

　また、委員会について支出が多かったのは、

国際奉仕、逆に少なかったのはチャリコン部

会で、他の委員会は概ね予定通りの内容です。

　収入でのニコニコは皆様のご協力のもと、

予定通りに推移しております。現時点では、

年度末に向け、前年度繰越金の同額程度を次

年度に引き継ぎを目安にしております。

■次週の卓話　

　5/29 ㈬　親睦活動フォーラム

　　　　　　北澤　正浩会員　　　　　　　

　　 　　　　　　　　週報担当　倉本　宏昭


