
■司　　会　ＳＡＡ　目黒　恵一

■開会点鐘　会　長　佐藤　真吾

■斉　　唱　我等の生業

■出席報告

■本日の欠席者
青木

■他クラブ出席者
宋 (地区 )

■ゲスト
西田　貴麿様（西田土地家屋士調査事務所）

■会長報告　　　　　　　　　　 
　皆さんこんにちは。立冬に入り、秋もだん

だんと深まり、また、少しずつ冬の気配も近

づいてきた感があります。朝夕と昼間の寒暖

の差が大きくなる時期ですので、会員の皆様

におかれましては体調を崩さぬよう十分ご注

意下さい。

　さて、今月はロータリー財団月間です。

先週の例会は新川ロータリー財団委員長の

フォーラムでしたが、月間を通して、あらた

めて財団について会員の皆様に理解を深め

ていただけるような情報をお届けできればと

思っています。
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横浜旭ロータリークラブ

ロータリーは世界をつなぐ
ROTARY  CONNECTS  THE  WORLD

本日の出席数　 　25 名

本日の出席率   96.15％

会員数　　　  27 名

修正出席率  　90.91％ 

　その手始めとして、今日は「ロータリー財

団の父」と呼ばれているアーチ・クランフに

ついて少しお話しさせていただきます。

「ロータリー財団の父　アーチ・クランフ」

　ロータリー財団の父と呼ばれるのが、６人

目の RI 会長、アーチ・クランフです。「ロー

タリーが基金をつくり、全世界的な規模で慈

善、教育、その他社会奉仕の分野で何かよい

ことをしようではないか」と 1917 年のアトラ

ンタ国際大会で提案しました。数カ月後に、

この新しく誕生した基金に 26 ドル 50 セント

の最初の寄付金が寄せられ、やがて資産およ

そ 11 億ドルという財団に成長していくので

す。

　アーチ・クランフは、貧しい少年時代を経て、

米国オハイオ州クリーブランドで実業家とし

て成功した人物です。また彼は、フルート奏

者（14 年間クリーブランド交響楽団の団員で

あった）やスポーツマンとしても活躍された

そうです。アーチ・クランフは、国際ロータ

リーの新定款を起草する委員会の委員長とし

て、地区制度や地区ガバナー職をつくり、年

次地区大会を確立しました。また、全ロータ

リークラブのために、標準ロータリークラブ

定款と細則を書き上げ、それは 1915 年に採択

されました。ロータリー草創期において、ロー



【卓話者プロフィール】

　土地家屋調査士　西田　貴麿

　平成 13 年から土地家屋調査士として業務を

開始。父親も同じ土地家屋調査士であり、親

子二代にわたり、旭区で 47 年事務所を運営し

ている。

　現在、神奈川県土地家屋調査士会の副会長

を務め、同会が開設する境界問題相談センター

かながわのセンター長も 6 年務めている。ま

た、横浜地方法務局の筆界特定相談員として

も任用されている。

■幹事報告
１）旧東海道クリーンウオーク参加お誘い

*再度

日時　１２月１日㈰集合 13 時

集合場所　

川崎班　JR 川崎駅日航ホテル前

横浜班　ホテルキャメロットジャパン前

参加対象　ロータリアンとその家族

懇親会　キリンビール横浜工場内レストラン

　川崎市と横浜市にまたがる旧東海道の史跡

をたどり、歴史を学びながら、健康づくりと

街道の清掃活動を行います。

歩きやすい服装、運動靴で雨具等ご持参くだ

さい。皆様のご参加をお待ちしております。

２）台風 19 号の被災地支援について

　被災地は広範囲で個々の対応は難しいこと

から、各自の地区においての対応となり、具

体的な支援につきましては、状況確認を行っ

た上で、速やかに実施する予定です。追って

お知らせ致しますので、お待ちください。

３）2020 年度ロータリー国際大会 

（ハワイホノルル）ツアーのご紹介

日時　2020 年６月６日㈯～ 10 日㈬

　国際大会がホノルルで開催されるにあたり、

地区ナイトを企画致しましたので、そのお誘

いと国際大会ツアーのご紹介を致します。

　多くの皆様のご参加をお待ちしております。

４）当クラブ例会変更

日時　12 月 18 日㈬→ 14 日㈯点鐘午後 6時

　　　クリスマス家族親睦会

場所　KKR ポートヒル横浜
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タリー発展の基礎を築いたこともアーチ・ク

ランフの大きな業績です。

　1912 年から 1913 年にかけて、アーチ・ク

ランフは、クリーブランド RC 会長を務めまし

た。友人達は、彼の事を次のように評してい

ます。「寝ても覚めてもロータリー、夢を見る

のもロータリー」の人間であると。彼は、い

つも将来に目を向け、ロータリーがよい仕事

を続ける方法を模索していました。そんな彼

が、ロータリーにかける夢の一つを初めて吐

露したのは、クリーブランド RC 会長の時でし

た。クラブ会長としてのスピーチで、今後、

クラブが多くの事が出来るように「非常時基

金」を作る事を提案したのです。「非常時基金」

の提案は、４年後のアトランタ国際大会で、

「ロータリーが基金をつくり、何かよいことを

しようではないか」という形で再登場します。

各地のロータリアンが目先の世界の出来事に

目を奪われている、第一次世界大戦のさなか

に、アーチ・クランフの夢が提起されたとい

う事は、アーチ・クランフの理想の素晴らし

さの証と言えるのではないでしょうか。

〇クラブ関係

１）情報集会について

　D グループの情報集会を 11 月 27 日㈬例会

終了後に例会場で開催します。A ～ C グルー

プの集会に参加できなかった方はもちろんの

事、再度の参加も大歓迎です。お時間のある

方は是非ともご参加下さい。みんなでロータ

リーを語りましょう！

２）今日の卓話

　今日は、土地家屋調査士の西田貴麿氏をお

迎えしての事業 PR 卓話です。この事業 PR 卓

話は、地元で活躍されている職業人の方をお

迎えして、ご自分の事業を PR していただこう

という企画です。西田さんは、現在、私が事

業を行っていく中で、とても信頼のおける、

大切なパートナーの一人です。その実直な人

柄と丁寧な仕事ぶりを是非皆さんに知ってい

ただきたく、お忙しい中、無理を言ってお越

しいただきました。

　西田さんよろしくお願い致します。
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日時　１月 29 日㈬創立 50 周年記念式典

場所　横浜ベイシェラトン

■ 2019-20 年度第８回理事会議事録　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 大川　伸一

日時　11 月６日㈬午後 13 時半～

場所　例会場

出席者 (敬称略 )　

　佐藤、田川、安藤、目黒、新川、市川、大川、

〇報告事項

１）各委員会からの活動報告

・公共イメージ：

　先日の公開講座がカトリック新聞に掲載

　ロータリーの友誌に投稿予定

　会員の名刺作成は図案が決定

・財団：

　ポリオの寄付は年内予定

・災害：

　浦和東 RC との相互援助協定の打診中

・チャリコン：

　各学校への出演依頼中

・インターアクト：

　学校の返事待ち

・50 周年：

　出し物について決まりつつある

２）会計報告

３）鶴ヶ峰中学校職講話について

日時　令和２年１月 22 日㈬午後１時半～３時

　７種の希望職種について講師を検討し、11

　月末までに学校へ連絡

〇審議事項

１）第５グループ 11 クラブ合同例会について

　開催についてはガバナー補佐に一任する。

２）１月のプログラム変更

　８日：賀詞交歓会

　15 日：クラブ協議会

　22 日：鶴ヶ峰中学校職業講話へ移動例会

〇その他

１）次年度理事の決定

　　12 月第１例会までに素案決定

２）旭区賀詞交歓会：

　　協賛広告として例年通り 3,000 円支出

■公共イメージ委員会　　　　　市川　慎二

　10 月２日に開催されましたロータリー公開

講座の様子、取材内容が、二宮登会員にご紹

介いただいたカトリック新聞に掲載されまし

た。災害委員長の五十嵐会員、二宮登会員の

コメントも載っておりますのでご覧ください。

　公共イメージとして幅広く当クラブの活動

を知っていただけたらと思います。又、この

ロータリー公開講座の内容と写真をロータ

リーの友誌のロータリーアットワークにも投

稿致しました。掲載されるか、分かりません

がお知らせいたします。

　もう一つは、広報活動としてロータリーの

友誌の設置場所をふやす、として以前アンケー

トをとらせていただきましたが、その結果、

合計 10 か所に、早ければ来月からおかせてい

ただけることになりましたので、ご報告いた

します。詳細は設置後に会長が挨拶に伺い設

置場所、状況の確認をするとの事でしたので、

その際に報告されると思います。

　又、会長より新たな広報として、タウン

ニュースで横浜旭ロータリークラブ 50 周年記

念特集を検討しております。

　予算も 50 万円と大きな金額ですので、クラ

ブ予算からではなく各会員に名刺広告の時の

ような人値いくらかを集めさせて頂くように

なると思います。それも踏まえて、今後、会

長幹事、50 周年委員会、理事会などで検討し

ていきます。

■情報集会報告　　　　　　　　
〇グループ A　　　　　　　　   北澤　正浩

出席者 

      倉本、兵藤、今野、内田、安藤、北澤

１）ロータリークラブ全般について

・ロータリーの国際的な活動米山奨学生等も

　重要ではあるが、昨今の国内での災害を考

　えると援助の方向性を国内に向けるべきで

　はないか？

・会員減少で活動がままならないクラブと他

　のクラブを上手く合併させるスキーム作り

　を検討する委員会を地区で発足しては？

２）旭ロータリクラブのアピール方法
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・社会全体の流れとして昔よりボランティア

　活動が盛んなりロータリーの存在が薄まっ

　てきている。長い歴史の中で活動してきた

　ロータリーについて今こそ世の中にアピー

　ルする必要がある。

・地区で協力しロータリークラブのコマーシャ

　ルを出す。（AC 広告が良いのでは）

・旭区の観光マップを旭区役所とタイアップ

　して発行する。マップに当クラブが行った

　活動、畠山重忠公の石碑、猫塚等のマーク

　を記載する。クラブの行事、祭式も載せる。

・兵藤会員が行っている動物の里親プロジェ

　クトでロータリーののぼりを出しているが、

　他の会員、個人や企業で何かしらの活動を

　行う場合ロータリーののぼりを提供し立て

　てもらう。

・情報誌等で会員の企業が独自の広告を載せ

　る場合に、横浜旭ロータリー会員の記載と

　マークを入れ、存在をアピールする。

・区民まつりのブースに出店した自衛隊に対

　し当クラブはもっと応援すべきだった。

　被災地の救援という使命が当クラブと一致

　している自衛隊に対しブースに横浜旭 RC 支

　援と入れ、当クラブの誇りとして応援して

　いることを示すのはどうか？

３）円滑な活動のために

・ニコニコ BOX への募金に対し、領収書の発

　行を再開すれば企業にお勧めの会員が入れ

　やすくなる。

・会場を提供してくださっている岡田会員、　

　事務所を提供して頂いている太田会員に感

　謝を込めて御礼すべき。

・旭区の学生行事として定着し始めているチャ

　リコンを長く持続できるようクラブで応援

　すべき。

・出席免除でありながらも当クラブを盛り上

　げる為に足しげく出席して頂いている出席

　免除会員の皆様に年一回感謝を示すべき。

・昔の当クラブには豪快な会員がいて、時に

　は突拍子もない思い切った活動を行い、会

　員自身が楽しんでいた。楽しい活動ができ

　たからこそクラブのにぎわっていたように

　思う。会員を増やすためには楽しめるクラ

　ブでなければならない。

・先輩会員から若い会員へもっとクラブの将

　来を考え、年寄に逆らってでもやりたいこ

　とをやりなさい。

〇グループ B　　　　　　　　　柳沢　哲也

開催日　11 月７日午後 6時～

場　所　い志井

参加者　二宮登、太田、青木、五十嵐、田川、

　　　　柳沢

１）ロータリーを語ろう

・例会について

　多忙の人も多く例会数を減らして毎月２～

　３回はどうだろうか。そのうち１回は夜間

　例会とするなどすれば増強にもつながるの

　ではないか。他クラブの半分は月３回以下

　である。しかし減らすことがいいかどうか

　は意見が割れるもの。他団体は月２回だが

　会員の減少幅は更に大きいこともあり、一

　概に比例できるものではない。例会を減ら

　すと欠席した場合に更に出席間隔が開いて

　しまう等、賛否両論

・海外も含めた他 RC に参加すると大物と同席

　できるためお勧め。

・欠席は年度内にメーキャップ出席扱いとな

　る活動に参加すればよいとするのはどうか。

・卓話の時間がどうしても短くなってしまう。

　報告関係は簡潔にしていく等、全員で工夫

　していこう。

２）会員増強について

・当クラブだけでどうなるものでもないが、　

　会員にメンバーカードなど発行し、全国の

　会員企業で割引サービスを行って、加入し

　たいと思う人を増やしたらどうか。しかし

　誰でも会員になれるものでなく、ステータ

　スも大事にする必要がある。

３）その他

・大事な決め事については、これからもフォー

　ラム等をやり、しっかり行っていく。

・首里城の火災は災害基金対象だろうか、天

　災でなく個別事案のため対象外かな。

・50 周年事業は節目でもあるし期待している
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岡田　　隆／西田さん、本日の卓話宜しくお

願いします。

■卓話　　
「土地家屋調査士から見た不動産トラブル」
　　　　　　　　土地家屋調査士 西田貴麿様

　土地や建物等の不動産について、所有権等を

証明するためには登記をしなければなりません。

　不動産の所有者にとって、登記というのは非常

に重要なものです。相続や売買のために、土地を

分割する必要がある場合がありますが、それには

対象となる土地全体の外周が確定されている必要

があります。

　土地の境界を確定させるには関係する隣接地の

所有者から、境界に関する承諾書に印鑑をいただ

く必要があります。そこでトラブルが発生すると、

土地を分割することができないため、相続や土地

売買が不可能となる可能性があります。したがっ

て、土地の境界にトラブルを起こさせないようにす

ることがとても重要です。

　建物については、家主さんが増築等を行った結

果を登記しないでいると、登記されている内容と

現状の建物が異なることとなり、その建物を担保

として融資を受ける場合、金融機関が担保の対象

として認めないことがあります。よって、増築や取

壊しなどを行った際には速やかに登記することが

大切です。

　これらの登記に関する業務を行っているのが土

地家屋調査士であり、不動産に関してご不明な点

があれば、ぜひご相談ください。

■次週の卓話　
　11/27 ㈬　佐藤　修様

　　　　　（神奈川県旭警察署署長）　　　　

　　　　　　　　　　週報担当　吉原　則光

　ので、しっかりやっていこう。

・各々意見などを集めるためアンケートをと

　る事があるが、その後にフィードバックを

　してもらいたい。・例会時間も決まっており、

　内容も盛りだくさんの日が有るのが、でき

　るだけニコニコは割愛しないで欲しい。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐藤　真吾／今日の事業 PR 卓話、土地家屋調

査士西田貴麿さんをお迎えしました。よろし

くお願いします。

大川　伸一／西田貴麿さま、ご多忙のところ

を有り難うございます。本日の卓話よろしく

お願い致します。

安藤　公一／①西田様、本日の卓話宜しくお

願い致します。② 11/10 に行われた大学ラグ

ビーで早稲田がラストワンプレーで帝京に逆

転勝ち。実に公式戦９年ぶりの勝利となりま

した。

吉原　則光／西田様、ご多用のところ卓話頂

き有り難うございます。楽しみにしておりま

す。宜しくお願いいたします。

柳沢　哲也／①寒くなりました。皆さん体、

御自愛下さい。② 11/7、B グループ情報集会

を行いました。残金を入れておきます。

宋　　謹衣／本日、ロータリーの友の発表担

当ということをすっかり忘れてしましまして、

申し訳ありません。来週必ず早めに例会場に

来るようにします。

兵藤　哲夫／左近山中学 1 年生、職業講話し

てきました。生徒の一人は獣医師になりたい

と、又一人の女子は動物の看護師になりたい

と、熱いエールを受けました。

佐藤　利明／西田さん、卓話楽しみにしてお

ります。よろしくお願いします。

田川　富男／情報集会リーダー柳沢さん、ご

苦労様でした。

斉藤　善孝／西田さん、お久しぶりです。土

地の測量ではいろいろとお世話になりました。

ぜひとも入会をお願い致します。

五十嵐　正／西田さん、お忙しいところ本日

の卓話宜しくお願いします。楽しみにしてい

ます。
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2 0 1 9 年 度 1 0 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

％

100

100

25

75

75

100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

75

100

100

9日

％
95.80

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

大　川　伸　一

太　田　勝　典

岡　田　　　隆

齋　藤　善　孝

佐　藤　二　郎

佐　藤　真　吾

26
25

2日

26
26

100

26
24

26
25

％

％

92.31

96.15

100

100

25

 100

 100

 150

 100

 100

100

100

100

225

100

125

100

100

100

100

175

100

100

50

100

75

50

50

0

0

50

0

25

25

50

100

100

100

100

100

75

100

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

宋                    謹      衣

田　川　富　男

内　田　　　敏

柳　沢　哲　也

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

矢　田　昭　一

－出席規定免除－

名　誉　会　員

％

％

26
23 88.46

26
25

96.15

16日

   

  

％
96.15

－出席規定免除－

－出席規定免除－

100 100

75

0

25

0

名　誉　会　員

岡    田   清   七 名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

26日

22
18

22
20

％

％

81.82

90.91

0

0

0

25

50

0

0

25

125

0

25

0


