
■司　　会　副 SAA　目黒　恵一

■開会点鐘　会　長　佐藤　真吾

■出席報告

■本日の欠席者
大川、齋藤、宋

■他クラブ出席者　
佐藤 (真 )、田川、二宮 (麻 )、新川　地区

■表彰
○スマイルキング　　　  　  安藤　公一会員

○スマイルクイーン　　　   吉原　則光会員

○ひなまつり　　　　　　  二宮麻理子会員

○誕生記念祝　　　　　　  兵藤　哲夫会員

○在籍 37 年御祝　　　　  佐藤　利明会員　

　 * 写真右側上段より　
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2019-20年度 RI会長／マーク・ダニエル・マローニー

RI .D2590ガバナー／轟　　　淳次

横浜旭RC会長／佐藤　真吾

被災地の子ども達にＸマスプレゼント 在日外国人日本語学習支援 チャリティーコンサート

事務所

例会場

例会日

横浜市旭区二俣川1-37-3 NUTS1階／〒241-0821
TEL.045-465-6702／FAX.045-465-6712
http://yokohamaasahirc.cho88.com
Emai l :asahirc@titan.ocn.ne.jp
横浜市旭区二俣川1-45-30工藤ビル
（㈱岡田屋３階会議室）
毎週水曜日／12時30分～１時30分　　  

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　 　21 名

本日の出席率    87.5％

会員数　　　  27 名

修正出席率  　   100％



・2014（平成 26）年 7月 2日　

 横浜旭ロータリークラブ入会

・ベネファクター（1998-99）

・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（4回）

　（1989-90・2007-08・2013-14・2013-14）

・米山功労者マルチプル（5回）

【地区関係】
１）ロータリー財団奨学生第２回オリエンテー

ション

　6 月 13 日㈯ 10:00 ～ぴおシティ 8F 会議室

で開催された「ロータリー財団奨学生第 2 回

オリエンテーション」に新川ロータリー財団

委員長とグローバル（GG）奨学生候補者であ

る赤羽紗耶さんと出席して参りました。

　当日は、留学先で予定される卓話のデモン

ストレーションとしての模擬卓話を中心に、

申請手続きの進捗状況などが再確認されまし

た。なお、毎年行われているオリエンテーショ

ン後の壮行会については、状況を鑑み、中止

となっています。

　本来であれば、グローバル（GG）奨学生候

補者として決定したのち、スポンサークラブ

へ訪問・挨拶し、出発（9/14 予定）までの間

にスポンサークラブで卓話をする流れとなる

のですが、新型コロナウイルス感染拡大防止

の観点から、当クラブが例会を休会していた

事もあり、未だ訪問・挨拶までに至っており

ません。現在、次年度 8 月 5 日に来会・卓話

の予定で進めております。

２）第 5 回第 5 グループ会長幹事会（新旧合

同会長幹事会）

　6 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５回第５グ

ループ会長幹事会（新旧合同会長幹事会）」に

次年度田川会長・二宮麻理子幹事と事務局員

佐藤聖子さんと出席して参りました。

　私自身、緊急事態宣言後初めての飲食を伴

う会合という事で、少なからず緊張しており

ました。まず、配席については１クラブにつ

き１テーブル、10 人掛けの円卓に 4 ～ 6 人と

いった感じで、卓上水はコップではなくペッ

トボトルが置かれていました。会議中は、飲
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■会長報告　　　　　　　　　　 
　皆さんこんにちは。今年度最終例会となり

ました。コロナ禍の中での例会、限られた時

間ではありますが、会長として最後まで、しっ

かりと務めさせていただきますので、よろし

くお願い致します。

【ロータリークラブ在籍 37 年表彰】
　横浜旭ロータリークラブ表彰規定第３条に

は、「会員が 30 年在籍した場合、賞状並びに

記念品を贈呈して表彰する。」とあります。11

月 20 日の創立 50 周年記念卓話の中で、太田

さんがこの第３条について、「国際ロータリー

では、クラブの移籍が認められています。ロー

タリークラブ在籍年数とクラブ在籍年数は同

じだと考えられます。」との見解を示して下さ

いました。早速、12 月の理事会で検討し、「会

員在籍年数はロータリークラブ在籍年数と考

えられる。」という認識で意見が一致し、クラ

ブ通算在籍年数が 30 年を超える佐藤利明さん

を表彰するに至りました。

　あらためて、横浜旭ロータリークラブ表彰

規定第 3 条に基づき、佐藤利明さんのロータ

リークラブ在籍 37 年を表彰し、記念品を贈呈

させていただきます。

＜佐藤利明さんロータリー歴紹介＞

・1983（昭和 58）年 5月 13 日　

　横浜鶴峰ロータリークラブ入会

・1996-97 年度　地区大会　

　大会幹事（青山彰義ガバナー）

・1998-99 年度　第 21 代会長

・2013-14 年度　第 36 代会長
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食のテーブルセッティングはせずに、会議終

了後、出席者は一度会場を退出し、セッティ

ング後にあらためて入場しました。ドリンク

は卓上には置かず、サービススタッフにお願

いして持って来てもらう。持って来てもらっ

たドリンクはこちら側で手に取る。といった

ふうに、かなりの徹底ぶりでした。

３）2022-23 年度ガバナーノミニー・デジグ

ネートについて

　地区より 2022-23 年度ガバナーノミニー・

デジグネート（2022-23 年度ガバナー候補と

して指名された方）として、川崎南 RC 志村雄

治氏が指名されたとの報告がありました。

４）2020-21 年度地区大会開催日程の変更に

ついて

　地区より 2020-21 年度地区大会の開催日程

の変更についての了承願いが来ております。

2020 年 11 月 6･7 日⇒ 2021 年 4 月 10 日㈯

※ 1日開催に変更

会場はパシフィコ横浜会議センター変更なし

【クラブ関係】
１）聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院か

らのお礼状と追加寄贈について

　当クラブからのフェイスシールド寄贈にあ

たり、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

からお礼状が届いておりますので、披露させ

ていただきます。

　また、先週火曜日に病院総務課から、「寄

贈していただいた 480 セットを使い切ってし

まった。追加の寄贈をお願いできないか。」と

の連絡がありました。寄贈に伺った際に、追

加寄贈の要望があればと、病院長にお話しし

た事からだと思います。

　早速、災害対策委員会・理事会で検討して

いただき、追加寄贈について賛同いただきま

したので、病院に連絡をし、6 月 24 日㈫に４

ケース（480 セット）を寄贈して参りました。

　対応していただいた総務課物品管理係主幹

石井与志一さんと永田諒佑さんに、フェイス

シールドの使用について、少しお話を伺う事

ができました。フェイスシールドの払い出し

数は、一日平均 200 枚程度で多い時は 300 枚

を超えるとの事でした。当クラブが寄贈した

480 セットだと 2 ～ 3 日で使い切ってしまう

計算になります。数が不足し、逼迫した状況

だった時は、一回での使い捨ては出来ずに、

一日 1 枚、消毒を繰り返しながらの使用だっ

たとの事でした。ロータリーのフェイスシー

ルドの使用感については、「シールドがしっか

りしている。何よりも軽いのがとても良い。」

と、意外にも高評価をいただきました。

　当クラブで用意している残り６ケースにつ

いても引き続き寄贈していく予定です。

２）朝倉春菜さんからの近況報告

　2015-16 年度財団地区奨学生である朝倉春

菜さんから近況報告が届いておりますので、

披露させていただきます。

　「創立 50 周年記念以来になりますが、皆様、

いかがお過ごしでしょうか。私は今年秋迄の

コンサートは全て中止になり、今は生徒さん

へのレッスンは ZOOM や SKYPE でのオンライン

レッスンが少しあるだけで、中々難しい日々

を過ごしています。ですが身体はとても元気

です！家族や愛犬と過ごす時間も増え、オン

ライン飲み会や、オンライン合唱に積極的に

参加しています笑。また、皆様にお目にかか

れる事を、楽しみにしています！」

　コンサートが再開した折には、ぜひ皆で聴
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・ベネファクター／増田　嘉一郎

・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　　PHF+3 ／関口　友宏・内田　敏

　　PHF+2 ／吉原　則光

　　PHF+1 ／青木　邦弘・安藤　公一

　    　  　福村　　正

・ポール・ハリス・フェロー／市川　慎二

＜米山記念奨学事業＞

・米山功労者マルチプル

　第 8回／今野　丁三

　第 7回／二宮　登

　第 5回／佐藤　利明・吉原　則光

　第 3回／福村　正　　　　　(会員敬称略 )

【退会する会員について】
　非常に残念ではありますが、年度末に２名

の会員の退会をご報告する事になってしまい

ました。

○今野丁三会員
　一昨日の月曜日にご連絡いただき、退会の

申し出がありました。一昨年に手術をされて

いますが経過が思わしくないようで、休養し

ながら治療に専念されたいとの事でした。

　1963（昭和 38）年 3月 8日入会でロータリー

歴48年とクラブで2番目に長く、ご本人も、「50

年までは何とか頑張りたかったが…」と仰っ

ていました。

きに行きたいですね。朝倉さんの美声を聴き

ながら、コロナでの自粛疲れを癒したいと思

います。

３）財団・米山の寄付状況について

　年度末にあたり、今年度の財団・米山の寄

付状況をご報告させていただきます。

　＜ロータリー財団＞

・年次基金（地区目標）

　一人当たり 150 ドル以上

　クラブ合計／ 5,245.09 ドル

・一人当たり 201.73 ドル

・恒久基金（地区目標）

　30 名以下のクラブは 2018-20 年度の間で

　1名以上

　2019-20 年度／ 100 ドル・1名

・ポリオ・プラス（地区目標）

　一人当たり 30 ドル以上

　クラブ合計／ 945.45 ドル

　一人当たり 36.36 ドル

・50 周年寄付／ 909.09 ドル（100,000 円）

※年次基金に含む

　＜米山記念奨学事業＞

・普通寄付（地区目標）

　一人当たり 5,000 円以上

　クラブ合計／ 132,500 円

　一人当たり 4,900 円

・特別寄付（地区目標）

　一人当たり 20,000 円以上

　クラブ合計／ 503,000 円

　一人当たり 18,629 円

・50 周年寄付／ 100,000 円

・今年度合計／ 735,500 円

・一人当たり 27,240 円

　創立 50 周年記念事業としての寄付にあた

り、公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

より、感謝状楯をいただきました。

・今年度の財団・米山表彰対象者

　年度末にあたり、あらためて今年度の財団・

米山の表彰対象者をご紹介させていただきま

す。

　＜ロータリー財団＞



　もちろん、慰留に努めましたが、体調面で

の事なので、強く引き止める事が出来ません

でした。一日も早い回復を願うばかりです。

○大川伸一会員
　３月に神奈川県立がんセンターを定年退職

され、現在は医療法人社団康心会湘南東部総

合病院病院長として勤務されています。

　本来であれば、３月の定年退職時にがんセ

ンターの新しい病院長と入れ替わる形での退

会を考えていらっしゃいましたが、新型コロ

ナウイルスの影響から、この時期での申し出

となりました。

　2016（平成 28）年 7 月 6 日入会で４年間の

在籍でしたが、大川さんがクラブにもたらし

てくれた功績は、とても大きかったと思いま

す。

　がんセンター病院長という要職に在りなが

ら、誰に対しても分け隔てなく優しく接して

下さるその人柄は、私にとって、大変尊敬で

きる、憧れの存在でした。そんな大川さんが

幹事を快く引き受けて下さり、会長である私

を支え、引き立てていただいた事は、本当に

感謝の言葉しかありません。有り難うござい

ました。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜あざみロータリークラブ

日時　７月１日㈬移動例会　

　　　点鐘 13 時

場所　アートフォーラムあざみ野

日時　７月８日㈬休会

日時　７月 15 日㈬移動例会　

　　　点鐘 13 時

場所　アートフォーラムあざみ野

日時　７月 22 日㈬休会

日時　７月 29 日㈬休会

○横浜港南台ロータリークラブ

日時　７月３日㈮通常例会　

　　　点鐘 12 時 30 分

場所　せんざん港南台本店

日時　７月 10 日㈮同上

日時　７月 17 日㈮同上

日時　７月 24 日㈮祝日休会

日時　７31 日㈮夜間例会

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐藤　真吾／一年間、会員の皆様に支えてい

ただき最終例会を迎える事ができました。本

当に有り難うございました。

佐藤　利明／①本年度最終例会を迎え佐藤慎

吾会長、大川伸一幹事、また各委員会の皆様

ご苦労様でした。②永年在籍ロータリアンと

して表彰を戴きまして有難うございます。

関口　知宏／①コロナ問題で何かとご苦労が

あった事と思います。会長幹事はじめ、役員

の皆さん一年間ご苦労さまでした。②創立 50

周年記念式典が「滑り込みセーフ」で挙行でき、

今更ながらホットしています。

田川　富男／佐藤年度いろいろありましたが

ご苦労様でした。皆さん、来期も宜しくお願

いいたします。

安藤　公一／①佐藤慎吾会長、大川幹事、一

年間お疲れ様でした。50 周年、コロナ禍とい

ろいろあり、本当にご苦労様でした。②田川

さん、来月から宜しくお願いします。

二宮　　登／①会長、幹事、役員の皆様一年

間ご苦労様でした。お世話になりました。②

佐藤利明さん在籍 37 年おめでとうございま

す。

五十嵐　正／佐藤慎吾会長、大川幹事、大変

お世話になりました。想像を超えた多難な年

度でしたね。お疲れ様でした。

新川　　尚／①本日第９回チャリティーコン

サートの報告書を配布しました。次年度の開

催は不確実な所もありますが、開催の準備は

したいと思います。ご理解とご協力をお願い

します。②会長幹事、大変な一年間ご苦労様

でした。

内田　　敏／①佐藤慎吾会長、大川幹事一年

間ご苦労様でした。②佐藤利明会員、ロータ

リー在籍 37 年お目でとうございます。

目黒　恵一／佐藤慎吾会長、大川伸一幹事、

一年間お疲れ様でした。本当に有意義な一年
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間でした。どうもありがとうございました。

増田嘉一郎／①佐藤会長、一年間ご苦労様で

した。②父の日に娘がカバンを買い替えてく

れました！

市川　慎二／佐藤慎吾会長、大川幹事、コロ

ナ禍で大変な中、一年間本当にお疲れ様でし

た。

柳沢　哲也／会長及び皆様、一年間お疲れ様

でした。歴史の中でも特別な一年間だったと

思いますが、最終例会が開けた事に喜びを感

じます。

太田　勝典／①佐藤慎吾会長、大川幹事一年

間ご苦労様でした。クラブ 50 周年とコロナが

重なり大変な年度でしたね。②佐藤利明会員、

37 年ご苦労様でした。

岡田　　隆／佐藤会長、執行部の皆様、大変

難しい中での運営、ありがとうございました。

北澤　正弘／①佐藤会長、大川幹事一年間お

疲れ様でした。②佐藤利明さん、おめでとう

ございます。

福村　　正／①佐藤さん、大川さん、市川さん、

目黒さん、安藤さん、北澤さん、お疲れ様で

した。今年度はコロナ禍により困難な運営を

強いられる状況の中、ご苦労もひとしおであっ

たと推察いたします。②佐藤利明さん、おめ

でとうございます。

■第１回クラブ協議会
　　　　　　　　　会長エレクト 田川　富男

　本来なら、４月中にはクラブ協議会の開催

を実行されるべきとは思います。今回、地区

に於いても地区協議会等の開催中止があり、

来期の方針や数字的な目標も示されていませ

ん。ただし、地区からの指示伝達からは昨年

度同様にとの連絡のみと提示されております。

そして、当クラブに於いても協議会が出来ま

せんでした。

　第２回理事会に於いて、早急にクラブ協議

会を開催するようにとの要請に従いまして、

クラプ協議会を実施させたいと考えています。

クラプ協識会の開催予定プログラム

　第２回クラブ協議会は 2 日間に分かれて開

催します。（7月 8日・22 日）

○第 2-1 回目 7月 8日㈬

・会長方針挨拶

・幹事就任挨拶

・例会管理運営 SAA 挨拶

　例会中にて

五大奉仕の就任挨拶に合わせて

　奉仕プロジェクト　市川委員長

・市川職業奉仕副委員長

・内田社会奉仕副委員長

・青木国際奉仕副委員長

・新川青少年奉仕副委員長

・増田ロータリー財団委員長

・斉藤米山記念委員長

・佐藤災害委員会委員長

・新川チャリコン部会長

第 2-2 回目 7月 22 日㈬　

＊新旧ガバナー補佐の訪問有り

　例会中にてクラブ奉仕フォーラムとして

　安藤クラブ管理運営

・目黒親睦副委員長

・宋出席副委員長

・吉原会報副委員長

・北澤プログラム副委員長

・北澤会員増強委員長

・五十嵐公共イメージ委員長

○第３回目 9月 9日㈬　

　例会中にて新ガバナー補佐訪問

（クラブ協議会での各委員会にアドバイスをい

ただく予定）

　9 月 23 日にガバナー公式訪間が予定されて

います。

＊各委員長・副委員長は該当日にて計画及び

　所信を３分以内で発表してください。

＊予算が必要な委員会は佐藤会計に予算額を

　要求してください。（算定あり）

＊計画の詳細は計画書にて掲載してください。

○新理事・新役員のみなさまへ

　来期（2020-2021）新理事・新役員です。

　前期からの CLP を正式に採用した年度とな

りました。五大奉仕についてもクラブ管理運
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営・奉仕プロジェクトと区分され各委員長の

元にて各副委員長・委員が連携して委員会活

動を推進してください。

　委員のみなさんは各委員会のプロジェクト

に積極的に参加して下さい。

　今後も、色々とご迷惑を掛けることも多々

あるとは思いますが、ロータリアンの寛大な

る心を持ちましてこ容赦の事お願い致します。

*組織表は９ページ参照ください

【会長退任挨拶】
　昨年 7 月に 2019-20 年度横浜旭ロータリー

クラブ第 51 代会長を拝命してから一年間、ク

ラブ創立 50 周年度の会長という、とても大き

な、重い責任を感じながら、その職責を果た

すべく、一意専心に取り組んで参りました。

そして今日、コロナ禍の中ではありますが、

こうして最終例会を迎える事が出来ましたの

は、幹事として私を支え、引き立てていただ

いた大川さん、私を力強くサポートして下さっ

た理事・役員の皆様、陰ながらお力添えを下

さった事務局員佐藤聖子さん、そして「寛容

の心」を持って、私の会長としての務めを温

かく見守って下さった会員皆様のおかげと、

あらためて感謝申し上げる次第です。

　本来であれば、一年間の総括としての卓話

をさせていただく所ですが、現在の例会運営

の状況では難しく、コロナが収束し、落ち着

きましたら今年度を振り返っての卓話をさせ

ていただければ幸いです。

　会長を退任するにあたり、あらためてこの

一年間は、私の 52 年の人生の中で、そしてロー

タリー歴 17 年の中で、大変貴重な経験となり

ました。

　最後に、この機会を与えて下さったのは、

もちろん会員の皆様ですが、若干 34 歳にして

人生の勉強の場としてロータリーへの入会を

勧め、後押ししてくれたロータリアンの先輩

でもある父に感謝して、会長の退任の挨拶と

させていただきます。

　一年間有り難うございました。

【大川会員退会挨拶】
　大川はこの度、今年度をもって横浜旭ロー

タリークラブを退会させていただくことにな

りました。すべての会員の皆様が会員数増強

にご努力されている中、私の個人的な都合で

退会させていただくことは、大変申し訳なく

断腸の思いです。私は勤務医で定年がありま

すのでこの春に退職し、今回再就職した病院

ではまた一労働者であり、しばらくは有給休

暇も取れない状況です。新たな勤務場所は二

俣川からは遠い茅ヶ崎であります。このよう

な事情にて、当クラブの活動を続けることが

出来ないことをご理解いただけましたら幸い

です。

　私は長らく神奈川県立がんセンターに勤め

ていた間に、病院の一員として地域の皆様と

もっと交流し、地域とのきずなを深める必要

性を感じておりましたが、具体的にどうすれ

ば良いのかきっかけが分からない状況でした。

そこで 4 年前に病院長になったのを機に、本

クラブの門をたたかせていただき、快く入会

をお許しいただきました。

　入会してからしばらくは、会員の皆様のお

名前を覚えるのに必死でしたが、当初に出席

委員をさせていただき、次第にお顔と名前が

一致してきました。　　　

　様々な奉仕活動については正直驚きの連続

でした。熊本に自転車を送ることが出来ると

は、とかわざわざ宮城県に行ってサンタクロー

スをするとは、とか。　　

　地域への奉仕活動の中で区民祭りにおいて

チンドン屋の一員になったことなどが懐かし

く思い出されます。ロータリーの長い歴史と

思想、様々な活動や手法への理解はなかなか

むずかしものでしたが、これも皆様のあたた

かい受け入れにより、少しずつ進めることが

出来ました。

　一方、自分の職業奉仕として、入会初年度

にがんセミナーのお手伝いをさせていただい

たことは大きなインパクトがありました。そ

れまで病院主催の市民相手の講演会は何度も
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経験をしてきましたが、医療関係者の企画と

は全く異なる発想にはとても感動いたしまし

た。市民目線、患者さん目線の大切さを学び

ました。

　しかしもっと深くロータリーのことを知る

ことが出来るようになったのは、今年度の幹

事をさせていただいた経験が大きいと感じて

います。地区や第５グループで行われる活動

や行事への参加により、ロータリアンが考え

ていること、考えに基づき実践していること

を肌で知り、とても新鮮な経験でした。

　なにより大事なことは、皆様とお知り合い

になれたことです。医療に携わる者は、特に

医師は生涯同業者としか交流がないことが多

いのです。医師は職業上、様々な方の人生に

触れることにより、人間に対する知識が深ま

ると考えてしまいますが、それは病という、

患者さんや家族の方からすると人生の特殊な

状況の中での経験でしかありません。ロータ

リー入会により、普段の状態でお付き合いさ

せていただくことで、皆様に教えていただく

ことがたくさんありました。私にとって貴重

な経験であり財産になったと思います。

　二俣川、鶴ヶ峰といった地域への理解も深

まりました。まだ浅いですが地域の歴史も学

ぶことが出来ました。

　このコロナ禍で休日は散歩をするようにな

り、知らなかった風景、野原の中の小道、様々

な建物を見たり、川の流れの音を聞いたりし

て楽しんでいます。

　横浜旭ロータリークラブの皆様には感謝の

言葉しかありません。本当にありがとうござ

いました。４年間という短い時間でしたが、

とても貴重な時間であり、あらためて心より

感謝申し上げます。

【今野丁三会員　退会挨拶】　
　旭 RC へ入会して 48 年数ヶ月。入会当時は、

静岡を含めた壮大なテリトリーで、何かの集

会や行車には半分旅行気分で参加したもので

した。

　世界大会には参加したことがありませんが、

同業有志との海外旅行が割と多かったのもで

すから、泊まったホテルでロータリーの例会

が偶然あり、参会して歓待された経験が何回

かありました。

　永い間のロータリーライフでは貴重な経験

をさせていただき、また、友人にも恵まれま

した。そして、近隣の RC に知人も多く在籍し

ていることもあり、メーキャップでの参加が

楽しみでした。

　旭 RC に在籍中の活動等は省略させていただ

きますが、残念なのは、もう２年で 50 年になっ

たのにということです。

　今回、自分の疾患等を考え、会貝皆様には

大変お世話になりっぱなしでしたが、この６

月限りで RC を退会したいと思います。

　今年中は事務所の残務整理がありますので

出社しますが、徐々に終活に向かう予定です。

　皆様によろしくお伝えください。

■来期に向けて

次年度会長田川会員　佐藤会長　次年度幹事二宮会員

　　　　　　　　　　木槌交換

■次週の卓話　

  7/22 ㈬点鐘 12：30　クラブ奉仕フォーラム

　　　　　　　　　　週報担当　五十嵐　正
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チャリティー
コンサート部会 新川　　尚 安藤　公一、市川　慎二、佐藤　真吾

北澤　正浩、二宮　　登、増田嘉一郎

災害対策
佐藤　真吾 五十嵐　正

新川　　尚、安藤　公一、内田　　敏、市川　慎二

米山記念 斉藤　善孝 青木　邦弘、宋　　謹衣

ロータリー財団 増田嘉一郎 柳沢　哲也 太田　勝典、新川　　尚

奉仕プロジェクト

職業奉仕

市川　慎二

市川　慎二 吉原　則光、宋　　謹衣、佐藤　利明

社会奉仕 内田　　敏

青少年奉仕 新川　　尚 増田嘉一郎、安藤　公一、倉本　宏昭

福村　　正、斉藤　善孝、関口　友宏、柳沢　哲也

国際奉仕 青木　邦弘 五十嵐　正、嶋﨑　宏幸、岡田　　隆

会報 吉原　則光 二宮　　登、兵藤　哲夫

公共イメージ 五十嵐　正 佐藤　真吾 倉本　宏昭、関口　友宏

会員増強 北澤　正浩 会員全員

プログラム 北澤　正浩 嶋﨑　宏幸、斉藤　善孝、市川　慎二

出席 宋　　謹衣 太田　勝典、内田　　敏、柳沢　哲也

親睦

安藤　公一

目黒　恵一 増田嘉一郎、新川　　尚

2020-21年度　横浜旭RC組織表

岡田　　隆

福村　　正

委員会 委員長 副委員長 委員

クラブ管理運営

会　長　田川　富男
会長EL　北澤　正浩
副会長　目黒　恵一
幹　事　二宮麻理子
副幹事　市川　慎二
会　計　佐藤　真吾

SAA　宋　　謹衣

副SAA　目黒　恵一

副SAA　北澤　正浩

理　事　田川　富男

理　事　佐藤　真吾

理　事　北澤　正浩

理　事　目黒　恵一

理　事　二宮麻理子

理　事　安藤　公一

理　事　新川　　尚

理　事　市川　慎二

理　事　宋　　謹衣

会計監査　太田　勝典
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日時 令和2年6月10日（水） 出席者
13:10～ 佐藤真吾・市川慎二・田川富男・北澤正浩・安藤公一

場所 例会場 五十嵐正・新川　尚・目黒恵一・二宮麻理子
【報告事項】
1 米山奨学事業「世話クラブ補助費」支給について

使途 奨学生が例会に出席する際の昼食代
クラブ内行事・地区内行事の参加費用
ロータリー関係冊子（ロータリーの友等）・資料の購入代
その他

送金日 2020年7月29日（水）
金額 45,000円（奨学生1人につき）

2 地区研修・協議会に代わる冊子の発行と研修登録料の清算について
・ 地区研修・協議会に代わる部門別を含む地区指針をまとめた冊子を作成する。

今回は、クラブリーダーのみならず、全会員に配布
1クラブあたり20,000円の作成費の負担

・ PETS、地区研修・協議会の中止に伴い、登録料を清算する。
支払済みの登録料と地区研修・協議会冊子作成費を相殺して、不足分を送金する。
冊子作成費20,000円ーPETS登録料10,000円＝10,000円（送金額）

【審議事項】
1 大川さん退会について

3月に神奈川県立がんセンターを定年退職
現在は　医療法人社団康心会　湘南東部総合病院　病院長
元々は、3月の定年退職時に新しい病院長と入れ替わりで退会の予定だったが、新型コロナ
の影響から、この時期での申し出となった。
あらためてクラブへ留まっていただけないかお話ししたが、現在の勤務体系からは例会に
出席する事は難しく、そもそも勤務先である理事長の理解・許可が得られないとの事。
がんセンターの新しい病院長の入会の話も、新型コロナの影響で進まずに白紙の状態。

→大川さん退会について承認。
2 ロータリー財団奨学金（グローバル補助金）申請に係る連絡担当者の選任

2020-21年度ロータリー財団グローバル奨学生候補者　赤羽紗耶さんのグローバル補助金
申請にあたり、代表連絡担当者1名・連絡担当者2名を選任しなければならない。
My ROTARYにアカウント登録している事が条件

→代表連絡担当者として佐藤真吾、連絡担当者として新川尚さん・安藤公一さんを選任。

2019-20年度　横浜旭ロータリークラブ
第12回　理事会議事録


