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間を過ごす事ができました。目黒 SAA・北澤
親睦担当副委員長をはじめ、ご協力いただい
た会員の皆様有り難うございました。
それにしても昨晩の豪雨・雷雨は激しかっ
たですね。大気が不安定になった影響で、県
内東部を中心に雷を伴う激しい雨が降り、県
が金沢区に設置した雨量計では、午後９時ま
での１時間に 73 ミリの雨を観測。県と横浜地
方気象台は、同市南部の９区に土砂災害警戒
情報を発表し、市は危険な崖地沿いの地域の
計約 2,300 世帯（約 5,000 人）に避難勧告を
発令しました。JR 横浜駅では中央通路が一時
浸水。また、東京電力によると、旭区・泉区
で約 5,300 世帯が停電に見舞われたそうです。
近年、日本各地で起こっている集中豪雨。年々
その勢力が大きくなっているように感じられ
ますが皆さんはどのようにお感じでしょうか。
そんな中、当クラブでは災害対策委員会・公
共イメージ委員会が中心となって「気候変動
と防災」と題した公開講座の準備を着々と進
めています。講師は横浜地方気象台調査官の
中根秀行さん。神奈川県や横浜市温暖化対策
統括本部にも後援いただいた企画となってい
ます。地域への周知・広報について、会員皆
様のご協力よろしくお願いします。
さて今日は、栁沼第５グループガバナー補

22 名
96.0％

■本日の欠席者
岡田、宋、目黒、福村
■他クラブ出席者
青木（地区）

■ビジター
栁沼 芳光様（第５G ガバナー補佐）
■ゲスト
馮 博様（米山奨学生）
■９月誕生記念祝

増田嘉一郎会員

在日外国人日本語学習支援

9.20

■会長報告
皆様こんにちは。先週の夜間移動例会では
多くの方にご参加いただき、とても楽しい時
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佐をお迎えしての第３回クラブ協議会です。
新年度になり、CLP を採用して２ヶ月が経ち
ました。各委員会におかれましては、慣れな
い中での活動をお願いしていますが、現在の
進捗状況や活動を行っている中での疑問点、
問題点などご意見をいただければと思います。
栁沼第５グループガバナー補佐、ご指導よろ
しくお願いします。
〇地区関係
１）2019-20 年度クラブ基盤管理セミナー PART
Ⅱ報告
８月 22 日㈭ 15:00 ～ 18:00 メモワールプラ
ザソシア 21 で開催された「2019-20 年度クラ
ブ基盤管理セミナー PART Ⅱ（戦略・危機管理・
R の友）」に出席して参りました。
第一部は「危機管理」について。地区危機
管理委員の天野さんから「72 時間ルール」に
ついて縷々説明がありました。第二部は「ク
ラブ基盤管理強化の戦略計画」について。地
区研修委員長の高良パストガバナーから川崎
西 RC の事例を踏まえて「戦略計画の意義と重
要性」について説明がありました。その後に
行われたテーブルディスカッションで他の RC
の現状を伺いましたが、どこも会員増強・退
会防止に苦慮しているといった状況でした。
２）クラブ米山記念奨学委員長会議
８月 29 日㈭ 15:00 ～ 17:00 メモワールプラ
ザソシア 21 で開催された「クラブ米山記念奨
学委員長会議」に青木米山記念奨学副委員長
に出席していただきました。会議の詳しい内
容については青木副委員長に報告をお願いし
てあります。よろしくお願いします。
〇クラブ関係
１）時計塔のお披露目式について
先週の夜間移動例会の時に報告させていた
だきましたが、当クラブが里山ガーデンに寄
贈した時計塔のお披露目式が 9/8 ㈰ 12:00 ～
12:30 里山ガーデン入口前広場で行われます。
当日は、旭区長に目録を贈呈し、また、区長
からご挨拶をいただく予定となっています。
当クラブ創立 50 周年記念の目玉事業なので、
多くの会員にご参加いただきたく、本日開催
する理事会でメークアップ対象行事とする予
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定です。あらためて会員皆様のご参加よろし
くお願いします。
２）バナーデザインについて
先々週の例会で回覧させていただきました
バナーデザイン案をあらためて観覧しますの
で、良いと思う案に記しを付けて下さい。
■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ
〇横浜南ロータリークラブ
日時 ９月７日㈯→８日移動例会
点鐘 午後５時
場所 箱根湯本河鹿荘
日時 ９月 21 日㈯休会
２）当旭 RC 関係
日時 ９月 18 日：体験例会で移動例会
場所 コミュニティサロン
日時 10 月２日の例会：移動例会
ロータリー公開講座
場所 サンハート
日時 10 月 25、26 日：地区大会
■馮博君

近況報告

皆さん、こんにちは。この間の生活につい
て小さな発表をさせて頂きます。
私が、８月１日から、28 日までの間は中国に
帰ってきました。東京から北京までの飛行機
に乗って、それから田舎まで４時間の新幹線
に乗りました。
１ヶ月くらいの時間は、大体変わらない生
活を過ごしました。毎日楽器を練習して、曲
を書いて、お婆ちゃんやお父さんと一緒にご
飯食べて、本を読んでから、バスケに行って
ました。つまらなそうな生活でしたが、びっ
くりするくらいの速さで終わってしまいまし
た。

後学生時代の時間半年しか無いですが、計
画のとおりに少しずつ綺麗に終わりたいです。
卒業論文２ヶ月前に書き終わりましたが、ま
だ発表してないです。そして 11 月は二つの作
曲の発表会のために、まだ一曲作り始めてな
いのでそれを頑張りながら、就活のことも大
事にしなければなりません。色々ありますが、
自分のために、未来に皆様のように社会に奉
仕できるように一生懸命に頑張ります！
以上になります。どうもありがとうござい
ました。

■米山奨学会委員長会議報告
青木 邦弘
2019/8/29、15 時からソシア 21 で米山奨学
委員長会議がありました。代理主席をしてま
いりました。
今迄の会議と異なり、受入れている横浜商
科大学の准教授と、卒業生の卓話が行われ、
それぞれに意義がありました。
寄付金状況は 2590 地区が第一位一人当たり
28,210 円、次は 2770 地区埼玉県南東地区が
25,553 円です。
当クラブは 24,850 円、34 クラブ中 25,000
円に達してないクラブは 10 クラブでした。
今年度変わった事は、世話クラブ補助金が
5,000 円 UP の 45,000 円と、その中にロータ
リーの友誌の購読利用料も含まれているので
必ず渡してください。とのことです。
■災害対策委員会
五十嵐 正
昨日は久々に凄まじい雷雨を実感しました。
夕方、私は三ッ境駅におりましたが、西谷の
自宅に車で帰るのに１時間半かかりました。
皆様はいかがでしたでしょか。丁度タイムリー
と申しますか、本日皆様の封筒に 10 月２日に
予定しておりますロータリー公開講座「気象
変動と防災」のチラシが出来ましたので、５
枚ずつ配布させていただきました。
講演会の目的と内容ですが、地球温暖化に
伴う気候変動のメカニズムを、横浜地方気象
台の調査官中根氏の講演を通して一般市民と
ともに勉強し、日頃の備えや、省エネなどの
啓蒙活動の一助とするものです。
後援には、神奈川県と横浜市温暖化対策統
括本部のご協力を頂いております。
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出来ましたらお一人３名～５名のお客様の
紹介をお願い出来ればと考えております。ま
た、事業所などで配布協力可能な方、もう少
しチラシが欲しい方などお申し付けください。
余分に用意しております。皆様のご協力よろ
しくお願いします。
■創立 50 周年記念事業実行委員会
関口 友宏
本日午前中、里山ガーデンへの時計塔設置
工事がすべて完了致しました。タイムリーで
あり、いま注目されている場所ですので、広
報に繋がる事と思います。
９月８日㈰の贈呈式には、会員多数のご出
席をお願い致します。なお、次週例会後、委
員会を開催し、式典・祝宴について詳細を決
める予定になっています。
■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )
栁沼芳光様 ( 第５G ガバナー補佐・横浜瀬谷
RC) ／皆さん、こんにちは。本日はクラブ協
議会に伺いました。どうぞよろしくお願い致
します。
佐藤 真吾／①栁沼第５グループガバナー補
佐、本日のクラブ協議会よろしくお願いしま
す。②米山奨学生馮君ようこそ。

大川 伸一／栁沼ガバナー補佐様、暑い中ご
訪問頂きましてありがとうございます。どう
ぞよろしくお願い致します。

増田嘉一郎／①栁沼ガバナー補佐、ようこそ。
ご指導宜しくお願いします。②今年も夫婦で
誕生祝いをいただきました。二人とも年相応
に痛んできました。
安藤 公一／①栁沼ガバナー補佐、ようこそ
お出で頂きました。本日は宜しくお願い致し
ます。②ラグビーワールドカップがいよいよ
9/20 より始まります。応援宜しくお願い致し
ます。
佐藤 利明／第５グループガバナー補佐栁沼
芳光様、ご苦労様です。本日ご指導よろしく
お願いします。
太田 勝典／栁沼ガバナー補佐ようこそ。一
年間ご苦労様です。

二宮麻理子／栁沼様、本日はよろしくお願い
致します。

倉本 宏昭／栁沼第５グループガバナー補佐、
ようこそ。一年間よろしくお願いします。

委員の積極的な協力によって問題なく機能し
ております。
また、スマイルリポートと会報原稿収集の
一元化や出欠席の集計と発表を簡略化する等、

五十嵐 正／栁沼第５グループガバナー補佐
をお迎えして。懇切丁寧で的確なご指導よろ
しくお願いします。

例会運営の効率化も順調に進めております。
手探りの運営となっており、会長はじめ皆
様にご迷惑をおかけしておりますが、委員全
員と協力しながら今後も進めてまいります。

二宮
登／栁沼第５グループガバナー補佐
をお迎えして。

田川 富男／栁沼第５グループガバナー補佐、
ようこそ。今年から第５グループ 11 クラブ訪
問も大変ですね。頑張ってください。
内田
敏／栁沼第５グループガバナー補佐
様、本日はご指導の程よろしくお願いいたし
ます。

関口 友宏／栁沼ガバナー補佐、本日はご苦
労様です。クラブ協議会、宜しくお願いします。
市川 慎二／栁沼ガバナー補佐、本日は宜し
くお願い致します。
斎藤
そ。

善孝／ガバナー補佐栁沼さん、ようこ

兵藤 哲夫／①栁沼ガバナー補佐をお迎えし
て。②週報４ページに川柳、犬の名前載せて
もらいました。有難うございました。

北澤 正浩／①栁沼ガバナー補佐、ようこそ
いらっしゃいました。
■クラブ協議会

栁沼芳光第５G ガバナー補佐から講評を伺う

▶クラブ管理運営委員会／北澤正浩
本年度は CLP を暫定的に導入した為、以前
の組織編制のように、それぞれの役割を専門
化することなく、委員全員でクラブ管理運営
委員会を運営しております。
現在のところ、親陵・出席・会報・プログ
ラムとクラブ運営について例会時の当番制は、
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▶親睦担当／北澤正浩
ロータリー会員間でコミュニケーションを
図る為に様々なイベントを企画し、あらゆる
機会を利用して、今まで以上に会員の親睦へ
と繋がるような活動を目指して活動しており
ます。。
現在までの活動報告といたしまして、7 月
28 日に開催された旭ジャズ、まつりの観覧会
では多くの会員に参加していただき、主親睦
を深めるよい機会となりました。
今後もイベントを予定しておりますが、会
員の皆様からアイディアをいただき、様々な
親睦イベントを開催したい考えております。
皆様のご協力をお願いいたします。

▶会報担当／佐藤利明
会報はクラブの顔であると言われております。
地区の活動方針・現状報告・クラブの活動
状況を詳らかに記録に掲載し、充実したもの
としていきたいと思っております。
原稿の収集（写真を含む）等、会員諸兄の
ご協力をお願いします。
又、今年度は番外記（極知夢笑と称して )
として
* 会員の座右の銘
* 好きな言葉・愛読書（読後感も含む）
* 折々の出会い・喜び
* 夢・趣味
等の投稿もお願いしたいと思っております。
先週の会報に兵藤会員からの投稿をいただ
きました。シルバー川柳や愛犬の名前が記載
されております。楽しい笑いを呼ぶものと思
われます。各会員諸兄の投稿をお待ちしてお
ります。
▶プログラム担当／田川富男
現在のところ皆さんのご協力をいだだきま

して、順調に進んでいますが、今後の予定例
会に於いて未定の日がありますので、会員の
皆さんご協力をお願い致します。

▶会員増強／田川 富男
増強 PR をするためには、現会員が自信を
持って相手方に入会する意味を考える事が大
切であり、RC に入りたいとの気持ちが出るよ
うにする事が必要と思います。
先日の会員増強フォーラムでのアンケートに
回答を頂きまして、ありがとうございました。
テーマ「RC に入るメリットとは」
回答
* 地域の企業経営者と交流が出来、勉強になる。
* 地域での奉仕活動が出来る。
* 同じ趣味 ( ゴルフ・囲碁・マージャン等 )
などの意見交換。
* 人生観が豊になる。
* なかなか聞けない方からの卓話が聞ける。
* 異業種の方との交流。
* 外国との交流、留学生の受け入れと派遣。
* 社会奉仕を通じて幸福感がうまれる。
* 皆での社会奉仕が出来る。
* 地域を知り、地域との輸が広がる。
声を掛ける相手として、ある程度の財力と
時間が取れる方に増強 PR をすると思われま
す。その時にアンケートの回答が役に立つは
ずです。RC は多少の財と時間を奉仕と言う
「心
のメリット」に使うことが、ロータリーアン
の喜びに変わることが入会の PR ポイントと思
います。
会員の皆様は自信を持って知人、友人に入
会を勧めてください。
▶公共イメージ委員会／委員長 市川 慎二
今年度より、CLP 導入に伴い、主に以前の「雑
誌・研修・広報委員会」 から、公共イメージ
委員会となっています。
公共イメージ委員会の大きな目的は、ロー
タリーの公共イメージと、その活動に対する
認識を高める事です。
これにより、地域での認識が広がるととも
に、ニーズを捉えながら活動することで、ロー
タリーのイメージを向上させながら、会員の
増強、寄付の推進、各会員の奉仕活動への参

加向上を目的としています。
①の委員会広報活動としては、
１つは、メディア対応として、会長も自ら力
を入れておりますが、主にタウンニュースを
中心に、主な活動すべてを記事にしていただ
いております。
２つ目は、マーケティングとして、活動の印
刷広告を展示、また、ロータリーの友誌の設
置場所を増やします。
３つ目は、WEB・SNS として、今後、クラブ
のメールマガジンの作成を検討していきます。
今後、より良い広報の仕方を模索する為、
まずは、各会員にアンケートをとりましたが、
その結果、1 つはロータリーの友誌を置かせ
てもらえる場所が 8 ヶ所もありました。
今後も、会員皆様のお力をいただきながら、
公共に広くアピールして、その他、皆様から
お答えいただいたアンケートもふまえて委員
会で話し合い、より良い広報活動をしていき
たいと思います。
②は、以前の５分間情報とロータリーの友
誌の紹介を、ロータリー研修として、一つに
まとめることで、各会員の役割負担を減らし、
各会員の思う情報をいただくことで、マンネ
リ化を防ぐ効果も期待しています。

▶奉仕プロジェクト委員会
／社会奉仕 担当 増田嘉一郎
１）「旭ふれあい区民まつり」への参加
現在計画している内容は、次のとおりである。
⑴展示パネル展示（東日本大震災前後の状況、
災害支援基金の募金案内、担当五十嵐）
⑵募金 災害支援基金
⑶出店
・被災地物品として宮城県岩沼産米の販売
（担当五十嵐、内田）
・災害備蓄用品食料の展示（担当五十嵐）
・NGO による東南アジア製小物物品の販売
( 担当五十嵐 )
・風船の販売（担当目黒、兵藤）
⑷ステージの出し物和太鼓演奏
（担当佐藤真吾）
⑸有志による出し物武者行列（担当佐藤真吾）
⑹準備
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消耗品購入（担当目黒、増田）

お弁当手配（担当増田） 募金箱、のぼり
（担当北沢）区役所窓口（担当増問、目黒）
⑺ 会計（担当増田）
２）チャリテイコンサートの協力
３）新たな奉仕活動の模索
９月 11 日のクラブフォーラムで会員の意見
を聴き、10 月の「旭ふれあい区民まつり」後
に検討に入る。
４）CLP について
区民まつりのために、委員会開催を計画し
た。参加対象は、委員 12 名と、参席をお願い
したい災害対策委員会委員６名と計 18 名とな
る。例会場の半分を使っても座りきれないた
め、安藤委員長、五十嵐委員長と協議し、災
害対策委員会は五十嵐委員長のみとして、13
名に委員会開催通知を送った。人数が多いと
いうことは、それなりに有意義な審議ができ
たとは思うが、結局議案次第なのであろう。
この点については、今後の委員会でも検討し
ていくことになる。
▶青少年奉仕委員会／二宮麻理子
青少年奉仕は青少年を育成する活動です。
そのためにガールスカウト第 102 回への協
力、支援、RYLA プログラムへの協力をしてい
きたいと考えています。
また、インターアクトクラブ（神奈川県立
看護福祉高等学校）の提唱を目指していきま
す。神奈川県立看護福祉高等学校には学校行

事である文化祭後に訪問する予定にしています。

▶災害対策委員会／五十嵐正
１）岩沼 RC との震災風化防止企画について、
岩沼と協議し、具体的な内容を検討する。
これに付きましては、高校へ語り部を派遣
する、防災講話事業「東北から伝えたいこと」
を計画しております。来週、インターアクト
候補校の二俣川看護学校に説明に伺います。
２）横浜旭 RC 災害支援基金を、クラブ行事や
HP・メールマガジン等を通じ地域企業・個人
に PR し、基金の支援を依頼していく仕組みを
考え実行する。
これは先ほどお配りしました、気候変動と
防災の公開講座や、区民祭り等折々に基金の
紹介と、ご協力をお願いして参ります。また、

地域企業にも、呼び掛けをするリーフレット
のようなものを考案し、合わせて新会員発掘
につなげていきたいと考えております。
３）参加型災害支援イベン卜を企画し、防災
の大切さを広める。
４）防災の専門家の講演を企画する。
すでにご紹介のロータリー公開講座とは別
に、出来たらイタリアの災害避難所を紹介を
する講演会を実現することができたらと考え
ております。
５）全国の RC に呼び掛け、災害支援クラブ間
ネットワークを構築し、ロータリーに相応し
い、効果的で地域に寄り添う支援の在り方を
勉強する。これは、すでにクラブ災害支援基
金の話題をロータリーの友に投稿し、基金の
有意義な活用事例の紹介を得る形で、呼び掛
けを計画しております。その情報交流の中か
ら無理のないネッワークの構築を模索して行
きたいと思います。

▶ 50 周年実行委員会／太田 勝典
第７回創立 50 周年記念事業実行委員会開催
日時 令和１年 9 月 11 日㈬例会後
場所 例会場
【報告事項】
１）里山ガーデン時計塔贈呈式
２）その他
【審議事項】
〈総務関係〉
１）招待者名簿
２）財団・米山特別寄付
個人表彰
チャーターメンバー １名 二宮 登
皆出席者２名 二宮 登、関口友宏
クラブ功労者３名
太田勝典 吉原則光 岡田 隆
３）記念品
〈記念式典・祝宴関係〉
・「50 年の歩み」映像制作と放映のタイミング
・その他

■次週の卓話
9/18 移動例会 点鐘 12 時 30 分
場所 二俣川コミュニティーサロン
週報担当 佐藤 利明
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