
■司　　会　ＳＡＡ　目黒　恵一

■開会点鐘　会　長　佐藤　真吾

■斉　　唱　それでこそロータリー

■本日の欠席者
斎藤

■他クラブ出席者
宋（地区）

■会長報告　　　　　　　　　　 
　ちょうど一年後の今日７月 24 日は、いよい

よ東京オリンピックが開催されます。東京で

の開催は、1964 年の大会以来 56 年ぶり２回

目で、アジア初の同一都市による複数回開催

となります。また、アジアで開催される夏季

オリンピックは、2008 年北京オリンピック以

来 12 年ぶり４回目です。なお、日本でのオリ

ンピック開催は、夏季・冬季を通じると冬季

開催となった 1988 年長野オリンピック以来

22 年ぶり４回目にあたります。

　ところで、「オリンピック」の由来・語源

ですが、ギリシャの古代オリンピック（オリ

ンピア大祭）が開催された地名（オリンピア）

に由来しています。オリンピアでは四年ごと

に全知全能の最高神ゼウスの祭典が開かれ、

その際に余興として行われたとされるさまざ
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まな競技がオリンピック競技の起源となって

います。近代オリンピックは、フランスのピ

エール・ド・クーベルダン男爵によって提案

され、1896 年に開催されたアテネオリンピッ

クに始まります。

　ちなみに、オリンピックの俗称「五輪」は、

読売新聞記者の川本信正さんが 1936 年に考案

した造語です。当時の新聞では、オリンピッ

クの６文字では長くて見出しに使えないとの

事から、オリンピックのシンボルマークであ

る五つの輪から「五輪大会」を使うようになり、

その後「五輪」という言葉が定着したそうです。

　私も高校・大学と陸上ホッケーという、日

本ではマイナーなスポーツですが打ち込んで

いましたので、自国でスポーツの祭典である

オリンピックが開催される事をとても嬉しく

思っています。

　一方で、ここの所の異常気象（豪雨・酷暑）

を考えると、大会への影響や選手・観客への

特に体調面への影響がとても心配です。開催

国として万全な対策と準備を行っていただき

たいと思います。

〇地区関係

１）2019-20 年度クラブ基盤管理セミナー

PART Ⅰ

　７月 18 日㈭ 15:00 ～、メモワールプラザソ

シア 21 で開催された「2019-20 年度クラブ基
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 本日の出席率   95.65％

会員数　 　 　   2 7 名

 修正出席率   　    100％



第４回旭区誕生 50 周年記念事業企画部会への

出席依頼が来ています。佐藤真が出席して参

ります。

日時　７月 30 日㈫ 10:30 ～ 11:30

場所　外部特別会議室 1（アーバン 128　3 階）

２）今日の卓話

　今日は公共イメージと会員増強フォーラム

です。共にクラブ運営の中心を担う重要な委

員会です。市川公共イメージ委員長・田川会

員増強委員長よろしくお願いします。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

〇新横浜ロータリークラブ

日時　７月 26 日㈮夜間例会　点鐘午後７時

場所　新横浜国際ホテルマナーハウス

日時　８月９日㈮休会

日時　８月 23 日㈮夜間例会　点鐘午後７時

場所　アルカンシェル横浜

〇横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　８月 16 日㈮休会

日時　８月 30 日㈮夜間移動例会　

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　ホテルプラム

　　　西区北幸 2-9-1　℡ 045-314-5546

〇横浜あざみロータリークラブ

日時　８月７日㈬移動例会　点鐘 12 時 30 分

場所　アートフォーラムあざみ野３階

日時　８月 14 日㈬休会

〇横浜南陵ロータリークラブ

日時　８月８日、15 日㈭休会

日時　9月 26 日㈭夜間例会

２）横浜東ローターアクトクラブ

第一例会のご案内

日時　８月７日㈬午後８時～９時 30 分

場所　ホテルキャメロットジャパン

内容　三役担当

　今年度横浜東 RAC 委員長藤岡憲治様、副委

員長池田俊一様よりご挨拶を頂きます。ロー

タリアンとアクターの関係を深めるための大

事な機会にしたいと思います。多くのご参加

をお待ちしております。

３）第５グループ第１回会長幹事会報告

①米山奨学金増進委員長　長戸はるみさんか
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盤管理セミナー PART Ⅰ（クラブ奉仕・広報・

研修・規定審議会）」に北澤クラブ管理運営委

員長と出席して参りました。セミナーの詳し

い内容については北澤委員長に報告をお願い

してありますが、規定審議会についてだけ少

し触れておきます。

　３年に１度開催される規定審議会では、ロー

タリーの組織規程に変更を加える制定案と、

RI 理事会の見解を表明する見解表明案につい

て審議と投票が行われます。2016 年の規定審

議会で、クラブ運営に大幅な柔軟性を認める

決定がなされた事は、会長就任挨拶でもお話

しさせていただきましたが、2019 年に開催さ

れた規定審議会でも、出席や会員身分に関し

て注目すべき決定がなされたようです。

　欠席のメークアップに関する規定を改正す

る件（19-35・アメリカ）

　クラブの会員身分に関する規定を改正する

件（19-37・RI 理事会）

　クラブの構成を改正し職業分類の制限を廃

止する件（19-39・RI 理事会）

　私自身、詳しく内容をまだ理解できていな

いので、あらためて勉強したうえで会員の皆

様にご報告させていただきます。

２）第１回第５グループ会長幹事会

　7 月 18 日㈭ 18:30 ～横浜ベイシェラトンホ

テル & タワーズで開催された「第１回第５グ

ループ会長幹事会」に大川幹事と出席して参

りました。詳しい内容については大川幹事よ

り報告していただきますが、2020-21 年度に

ロータリー青少年交換プログラムが一時休止

となります。地区においても大きな変革を迫

られているといった状況のようです。

３）クラブ青少年奉仕委員長会議

日時　８月５日㈪ 16:30 ～ 18:30

場所かながわ県民センターホール

　安藤奉仕プロジェクト委員長に出席をお願

いしてあります。よろしくお願いします。

４）クラブ基盤管理セミナー PART Ⅱ開催

日時　８月 22 日㈭午後３時～

場所　メモワールプラザソシア 21

〇クラブ関係

１）第４回旭区誕生 50 周年記念事業企画部会
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ら挨拶。寄附協力のお願いと各クラブの寄付

状況報告。

② 2020-21 年度 R 青少年交換プログラム休止

の連絡と今後の方針

　地区のロータリー青少年交換プログラムは

様々な変遷を経て、本年度は７か国と受入・

派遣各７名を実施しておりますが、各ロータ

リークラブもまた様々な事情を抱え、特に受

け入れについてはホストクラブ、ホストファ

ミリーの問題等、年を追うごとに本来の目的

に見合う実施が難しくなって参りました。

　当地区の皆様には大変心苦しい決断ではあ

りますが、勇気を持って一度立ち止まり一つ

一つ見直すことで本来の目的に即した無理な

く安全に運営できる体制作りを目指し、見通

しの立った段階で再実施したいと考えており

ます。皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

③ 11 クラブ事務局員の他クラブ例会見学につ

いて

④ 11 クラブ合同例会来年の４～５月に予定

⑤各クラブ会長から状況報告。

⑥ガバナー訪問について

　当クラブは９月 25 日

４）臨時理事会議事録

日時　７月 17 日

場所　例会場

出席者（会員敬称略）

佐藤真、市川、田川、北澤、安藤、五十嵐、

新川、二宮麻、目黒、大川

〇協議事項

①表彰について

　今年度中に在籍 30 年になる会員が３名い

らっしゃる。表彰は満 30 年を経過した後とす

る。該当会員の表彰時期及び贈呈する記念品

については今後の理事会にて決定。事務員の

表彰についても併せて決定する。

②バナーデザインについて

　オクトンから候補案をいただいたが、再検

討を依頼。

〇審議事項

①事務所の PC が故障し、修復不能であり、メー

ルが使用不能となっているので、新たな PC 購

入を承認

②旭ジャズ祭りへの協賛を承認

〇その他

夜間理事会９月４日㈬を予定

■「クラブ基盤管理セミナー報告」  
　　　　　　　　　　　　　　　北澤　正浩

　7/18 ㈭佐藤真吾会長と出席しました。　

　第 1 部の「規定審議会とクラブ奉仕」では

川野正久規定審議委員長より、規定審議の報

告として、

①メーキャップ期間を前後 14 日から同年度内

に変更　

②職業分類の制限を廃止

③６名未満のクラブを終結可能に

等の注目すべき決定事項の説明がありました。

　クラブ奉仕委員会からは当クラブも今年度

より試験的に導入を始めた CLP についての説

明があり、他にも「女性活躍の時代」と題し、

SDGS の話がありました。

　第２部「広報・公共イメージ向上と地区研修」

について公共イメージ委員会よりロータリー

広報活動の注意点説明がありました。ロゴの

使い方については細かい規則があり、当クラ

ブでも使用方法に注意が必要です。

　最後は轟ガバナーより総評、閉会挨拶があ

り、終了しました。規定審議会で採決された

ないようについては会員の皆様が一度確認す

ることをお勧めいたします。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐藤　真吾／今日は公共イメージ・会員増強

フォーラムです。市川・田川両委員長よろし

くお願いします。

大川　伸一／梅雨が明けそうで、まだのよう

ですね。市川さん、田川さん、フォーラムを

よろしくお願いします。

安藤　公一／①市川さん、公共イメージ、田

川さん、会員増強フォーラム宜しくお願いし

ます。②あと 365 日で東京オリンピック開幕

です。ラグビーワールドカップ日本大会開幕

まで、あと 59 日となりました。どちらも無事

に開催される事をお祈りします。

佐藤　利明／市川慎二さん、卓話楽しみにし

ています。

吉原　則光／本日のフォーラム、市川さん、
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田川さん、よろしくお願いします。楽しみに

拝聴させてください。

五十嵐　正／①先日 DNA 検査をしましたら、

85 歳以上生きる確率が 86.3％とでました。信

じてよいのでしょうか。②市川さん、本日の

フォーラムよろしくお願いします。

北澤　正浩／①市川さん、田川さん、卓話と

ても楽しみにしております。②ジャズ祭りが

今度の日曜日に開催されます。よろしくお願

い致します。

柳沢　哲也／湿度が高く、熱いですがなかな

か快晴という日が来ませんね。妻が洗濯物が

乾かないと文句を言っています。

佐藤　二郎／市川さん、卓話よろしくお願い

します。楽しみにしております。

二宮麻理子／市川さん、田川さん、本日の

フォーラムよろしくお願いします。

宋　　謹衣／① IA のサマーミーティングはい

よいよ来週に行います。台湾第 3523 地区の

IA 委員長、副委員長と IA ９名が来日中です。

皆様、時間があったら是非参加して下さい。

②市川さん、田川さん、本日は宜しくお願い

致します。

田川　富男／今日のフォーラムは二部制でお

ねがいします。メインは公共イメージです。

市川委員長、よろしくお願いします。残り時

間に増強フォーラムを行います。

■「公共イメージフォーラム」  　  市川　慎二

　皆様、こんにちは。今年度、公共イメージ

委員長を仰せつかりました市川です。

本日は、プログラムの変更に伴い、公共イメー

ジフォーラムと、会員増強フォーラムの２つ

を行いたいと思います。

　今年度、轟淳次ガバナーは、地区方針として、

「ロータリーをよりよく知ってもらい、好循環

を実現しましょう」と掲げております。「ロー

タリーの活動をより広く一般に知ってもらう

ことで活動が広がり、それによって、更に活

動の幅が広がります。認知度向上の重要性を

再認識しましょう」とのことです。

　この公共イメージが重要視されている理由

は何か。

　それは、ロータリーでは意義のある活動を

行っているのに、活動以上にはあまり知られ

ていない。もし、この活動、公共のイメージ

が上がれば、共感した仲間や活動も増え、寄

付も増やしながら、自然とクラブ自体が活性

化されるからです。そう考えると、公共イメー

ジ委員会として区切られてはいますが、増強

委員会とは連続体のように繋がっているとい

えます。そのことを踏まえて、公共委員会と

増強委員会が、しっかりと連携して１年間の

活動していきたいと思います。また、会員皆

様にもご指導、ご協力をお願い致します。

　佐藤真吾会長方針の一つとして「ロータリー

を知ってもらおう」と就任挨拶で言われまし

た。その中で、特に広報したいこと、公共の

イメージ向上に繋げていきたいことの一つは、

当クラブで災害支援基金の設立をしたことで

す。クラブ内はもちろんのこと、地域企業にも、

少しずつ広め、関心を高めながら支援の輪を

広げられることを目指していると思います。

　この災害支援基金設立の広報として、先週

には、タウンニュースにも掲載されています。

それ以外にも、東日本大震災復興支援として

のチャリティーコンサート、日本語学習拠点

ひまわりへの支援や、がんセミナーなどがあ

り、これらはホームページを通して紹介した

り、その都度タウンニュースでは記事にして

もらっておりますが、地域社会の認知度は低

いように感じます。

　この認知度をより高める為には、どうした

らよいかアンケート形式で、会員同士のアイ

ディアの交換ができればと思います。

〇広報・増強を視野に入れたアンケート

①当クラブの存在・活動を地域の人に知って



– 5 –

もらうために、各会員からの情報提供、ホー

ムページによる情報掲載、区民まつりでの被

災地物品販売・写真展示・てんでんこの配布

などのアピール、年２回の体験例会、タウン

ニュースや横浜ケーブルテレビでの活動紹介

をしております。これらのより良い広報の仕

方、これら以外に効果的な広報の仕方があれ

ばご記入ください。

②上記を踏まえ、地域における当クラブの認

知度はどの程度だと思いますか。

　　高い　　普通　　低い

　　（○で囲って下さい）

また、その理由はなんだと思いますか。

③　広報の一環として、あなたの事業所にロー

タリーの友誌を置かせてもらえますか。

　　はい　　いいえ

　　（○で囲ってください）

④知人の事業所で、ロータリーの友誌・印刷

広告やポスターの展示が可能な場所があれば

教えてください。

⑤あなたは当クラブ入会にあたり、どのよう

な形・声掛けでクラブを知り、入会しましたか。

⑥その他　何かあればご記入ください。

　　　　　　　　　　　　　　
■「会員増強フォーラム」　　　　田川　富男

　今更言うまでもなく 30 名を切り、活動・資

金的にも前途多難の状態となった事は火を見

るより確かとなりました。

　会員の増強をすることは横浜旭 RC での将来

の展望を左右し、全員で考える必要がありま

す。従来どおりの危機感の延長戦では解決が

難しい段階に入ったと考えます。

　では何故に新会員が入会しないのか、現在

のクラブに何らかの問題点があり、現会員が

知人、友人等に強く PR することが出来ない点

が有れば解決させ、会員増強に力を集中させ

られると思います。今回の会員増強フォーラ

ムでは増強に対する弱点を見つけ出し、可能

な問題があれば解決に向けて討議したいと思

います。テーブルディスカッション方式で会

員の皆さんに問題点を探り今後の会員増強活

動に生かしたいと思います。

　又、前向きな意見として横浜旭 RC に今入る

と「こんなメリットが有りますよ」を箇条書

きにて２点考えましょう。

①活動内容

　クラブの奉仕活動が不明

②会費

　高いのか、安いのか、適正か。

③例会場

　今の会場は適当か。

④例会時間

　開始時間は適当か。

⑤親睦　

　友好的な雰囲気か

⑥出席

　毎週の出席の有無

⑦食事

　RC に合っているか。

⑧服装

　作業服での出席は

⑨その他

　ステータスに合っているか。

■次週の卓話　

　8/14 ㈬　休会

　8/21 ㈬　終戦記念卓話 　吉原　則光会員

　　　　　　　　　　週報担当　五十嵐　正

　＊今週のシルバー川柳　厳選３句

　　この動悸　昔は恋で　今病気

  　いびきより　静かな方が　気にかかる

　　起きたけど　寝るまで特に　用はなし
　
　　　　　　　　　兵藤哲夫会員提供
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2 0 1 9 年 度 ６ 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

％

％

％

75

100

75

75

 100

75

100

100

100

50

100

100

100

75

100

100

100

100

75

12日

％
98.11

安　藤　公　一

青　木　邦　弘

福　村　　　正

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

佐　藤　二　郎

27
23

5日

27
26 96.30

26
22 84.62

26
25 96.15

25

0

0

25

0

25

0

0

0

100

0

25

0

25

0

0

0

0

100

100

75

 100

 100

 100

 100

 100

100

150

100

125

100

100

100

100

100

100

75

100

100

100

25

75

100

50

100

50

0

0

0

75

25

0

50

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

25

100

50

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

宋                    謹      衣

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－

％

％

27
24 88.89

27
27 100

19日

   

  

－出席規定免除－

％
85.19

－出席規定免除－

－出席規定免除－

0

26日

％

％

24
22 91.67

24
24 100

－出席規定免除－


