２０２０年７月２２日 第 ２ ４ ２ ２ 回 例 会
■司
会 ＳＡＡ 宋
■開会点鐘 会 長 田川
■出席報告
会員数
本日の出席率

25 名
87.5％

■会長報告
テレビ、新聞等にてコロナ感染が拡大して
いる状況が報道されるたびに、不安を感じて
います。皆さんも感じていると思いますが、
当然のように感染不安の報道番組が毎日の
テーマになっており、大相撲を見ても升席に
一人で座るのは楽だとはおもいますが、野球
同様に寂しい限りです。不安が不安を呼んで
いる感じです。しかしながら日常生活、経済
活動、感染防止の優先順位を考えると判断が
出来ない現状です。みなさんにとっても今ま
でにない状況と察しています。
クラブとしても奉仕活動や例会での集まり
の必要性を問われるときです。現在の旭クラ
ブにて実施している自粛の行動、２週間に１
回の例会方法は有効だと感じられます。仮に
誰かが感染したとしても２週間の期間が空い
ていればクラブからクラスターを発生する可
能性をすくなくする事ができると考えていま
す。後で SAA の宋会員から解説がありますが、
第２波、３波が出た時の対策としてオンライ
ンでの例会について考えましょう。皆さんも
感染しない行動をして下さい。次回の例会は
8 月 5 日㈬となります。お間違えないように。
○地区関係
１）寄付金募集の要請がありました。他地区
被災地支援への義援金として協力、今回は集
中豪雨により九州北部、南部から岐阜、長野

謹衣
富男

本日の出席数
修正出席率

VOL. ５２ No. ２

21 名
91.3％

■本日の欠席者／福村、岡田、柳沢
■他クラブ出席者／新川 ( 地区 )
■７月皆出席者表彰

五十嵐 正会員 27 年／新川 尚会員 17 年
■スマイルクイーン表彰／吉原 則光会員
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■ 50 周年記念誌委員会

までの広範囲を襲った被害に支援として要請
されました。
○クラブ関係
１）例会の予定ではクラブ奉仕フォーラムと
なります。CLP の観点からクラブ管理運営委
員会、安藤委員長より各委員会の計画発表を
お願いします。
■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ
○横浜南ロータリークラブ
日時 ７月 25 日㈯特別休会
○横浜田園ロータリークラブ
日時 ８月 11 日㈫ブルーベリー狩り
小島会員宅、その後 BBQ 会
場所 BBQPIT あざみ野ガーデンズ
○神奈川東ロータリークラブ
日時 ７月 27 日㈮祝日休会
日時 ７月 31 日㈮休会
日時 ８月 14 日㈮休会
○大和ロータリークラブ
日時 ７月 21 日㈫例会取り止め
日時 ８月 11 日㈫例会取り止め
日時 ９月 22 日㈫例会取り止め
○新横浜ロータリークラブ
日時 ７月 24 日㈮祝日休会
日時 ８月 14 日㈮休会
日時 ８月 28 日㈮休会
○横浜緑ロータリークラブ
日時 ７月 29 日㈬夜間例会 夕涼み会
点鐘 18：30
場所 青葉台フォーラム
日時 ８月 12 日㈬夏休み
○横浜あざみロータリークラブ
日時 ８月５日㈬移動例会
点鐘 13：15
場所 アートフォーラムあざみ野
日時 ８月 12 日㈬休会
日時 ８月 19 日㈬移動例会
点鐘 13：15
場所 アートフォーラムあざみ野
日時 ８月 26 日㈬休会
○横浜瀬谷ロータリークラブ
日時 ７月 31 日㈮通常例会
点鐘 12：30
日時 ８月 14 日㈮休会

五十嵐

正

創立 50 周年の記念誌が出来上がりましたの
で、ご案内いたします。
記念誌あとがきにもありますが、旭クラブ
の 50 年後 100 年後の未来の会員へのメッセー
ジと意気込んで製作に入りましたが、力及ば
ず道半ばといった処になってしまいました。
今回のメイン企画は、クラブの 50 年に及ぶ
週報を、吉原会員のご尽力を賜り、残すべき
卓話を選考していただき、掲載いたしました。
吉原会員に改めて御礼を申し上げたいと思い
ます。
この記念誌は、出来ましたら新会員は元よ
り、体験例会にお見えのお客様へも進呈して
いただき、クラブを紹介するツールとして利
用していただけたらと考えております。
終わりに、記念誌製作にあたりご協力、ご
尽力いただきました全ての方々に御礼を申し
上げ、完成のご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )
田川 富男／朝の集中豪雨にはびっくりしま
したが、例会時には晴れてよかったです。梅
雨明けは近いです。コロナ明けも近いといい
ですね。
二宮麻理子／本日、クラブ協議会よろしくお
願いします。
安藤 公一／①本日のクラブ奉仕フォーラム
宜しくお願いします。②藤井聡太“新”棋聖
誕生を祝って。
吉原 則光／新年度早々体調をくずし欠席で
申し訳ありません。当クラブ 51 年目の益々の
発展・活躍をお祈りします。
宋
謹衣／東京都に住んでいる私が GOTO
キャンペーンに外されましたが、皆様は是非
とも GOTO キャンペーンのご利用をお願いしま
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す。これからも暑さとコロナに負けないよう
頑張りますので、宜しくお願いします。
齋藤 善孝／佐藤慎吾前会長、一年間の大役
お疲れ様でした。田川新会長・二宮麻理子新
幹事、一年間宜しくお願いします。
五十嵐 正／ 27 年の皆出席祝を頂きました。
有難うございました。
北澤 正浩／本日のクラブ協議会、よろしく
お願い致します。
新川
尚／皆出席祝ありがとうございます。
■クラブ管理運営委員会フォーラム
安藤 公一
クラブ管理運営委員会には、 親睦、 出席、 会
報、 プログラムの４つの小委員会がございます。
これからそれぞれの担当副委員長よりご説明があ
りますが、 一番の問題は、 計画書には一応実施
計画が記載されておりますが、 今般のコロナの影
響で、 実行出来ない可能性もある事を前もってご
承知いただければと思います。
○親睦委員会／目黒 恵一
現状コロナの影響でイベントの方が全く予定が
立たない状況で、 長年やっておりました旭ジャズ
祭りの中止、 旭ふれあい区民まつりの中止と中止
ばかり決まっております。 その中でも、 12 月 12
日のクリスマス家族親睦会と来年１月 24 日のチャ
リティーコンサートは何とか実行出来るよう頑張っ
て参ります。
○出席委員会／宋 謹衣
コロナの影響で、 例会が毎回予定通り実施出
来るか分からないので、 これから例会もオンライン
で行われる場合、 どのように出席を把握したらよ
いか、 検討して参ります。 後ほどオンラインのやり
方をご説明いたします。
○会報委員会／吉原 則光
計画書にもありますが、 週報を出すことが基本
です。 やり方も例年通り変わりありません。 ２番目
の地域社会への PR は、 これは例年やっておりま
すが、 どうも浸透しない。 対応について考えます
が、 黙っていたらだれも応募してくれません。
そこで、 最初は指名でお願いすることにいたし
ます。 次回は安藤委員長より、 素晴らしい情報
が提出されるようお願いします。
会報担当は 15 名で、輪番で行いたいと思い
ます。
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○プログラム委員会／北澤 正浩
型コロナの影響により計画書に掲載したプログラ
ムが２種類となっております。
しばらくの間、 例会を月２回で開催する予定で
プログラムを作成しておりますが、 新型コロナ感
染が収束に向かえば、 本来の毎週開催に変更す
ることとなります。
プログラムの変更等で会員の皆様にご迷惑をお
かけいたしますが、 ご協力をお願い致します。
○会員増強委員会／北澤 正浩
会員の減少が止まらぬ現状では、 存続の為に
ただ人数を増やせばよいという考えに陥りがちに
なりますが、 幅広い職業分野から質の高いメン
バーを揃え、 充実した奉仕活動ができるクラブで
ありたいと思います。
会員皆様からロータリアンに望ましい有資格者
を模索していただくようご協力をお願い致します。
○公共イメージ委員会／五十嵐 正
クラブ協議会では、 １委員会２～３分との中で、
全てご案内することは難しく、 全体の内容は次回
の卓話で紹介いたします。 本日は 「ロータリーの
友」 ７月号の紹介を致します。
１） 横組みの P ７から P17 にかけ、 RI ホルガー
会長の人となりが紹介されております。
なかなか行動的な方で、 仕事を楽しみ、 人生
を楽しむと、 すべからく楽しむことを大切にされて
いるようです。 引きつづき恒例の各地区のガバ
ナーの紹介になり、P26 に当地区の吉田ガバナー
が紹介されております。
２） P46 からはコロナに関する記事に移り、 中で
も P48 の医療現場の記事は是非お読み頂きたい
処です。
３） P57 から今回連載コミックとして、 ポールハリ
スの生い立ちが紹介せれております。 時代の流
れでしょうか、 生い立ちが漫画で紹介されており
ます。
４） 縦組み P16 友愛の広場の最初の記事、 『新
時代のロータリーの存在価値とは』 は良く考えら
れた内容と思いました。
５） 旭クラブでも例会動画配信を試みるようで、
気になり、 Ｐ 24 の会員増強のための動画作成の
記事で、実際に拝見したところ、なぜかちょっとガッ
カリした内容に感じました。 何故そう感じたのかよ
く分かりせんが。

○会計／佐藤 真吾
まず初めにお断りさせていいただきたいの
ですが、本来ですとクラブ協議会が終わりま
して、各委員会からの予算が挙げられまして、
それにもとない会計計画をお作りすべきとこ
ろですが、計画書に提示してある内容は、ク
ラブ協議会用に提出した検討用の内容をその
まま掲載されたことをご理解していただきた
いと思います。
今年度は上期が例年の半分の内容になって
おります。上期下期を分けて記載させていた
だきましたのは、どれだけのお金がどのタイ
ミングで使われていくのかをご理解していた
だく為に分けて記載をさせていただきました。
最初に前期繰越金ですが、1,985,597 円と
非常に多い金額が残ってなとお感じになる方
もいらっしゃると思いますが。２月 24 日から
約４ヶ月例会を開催することが出来ず、また
地区協議会も中止等々の理由から支出が無い
状態で後半過ごしたことが大きな原因であり
ます。
また IM も昨年度予算計上しておりました
が、ガバナーの方針で中止と、その分の結果
が 198 万と大きな金額が残ったことになりま
す。
本来ですとこの金額を積み立てをするのか、
そのまま例会費に充当するのか等々の議論が
なされるべきでありますが、今回はそのまま
計上する形になっております。
下の本会計支出に付きましては、もちろん
例会が半分になっておりますが、実は見て頂
いて分かるように、ほとんどの支出は昨年度
の内容の振り分けとなっておりまが、上期下
期だいたい半分ずつと掛かっているものが多
くあります。
クラブは例会が半分ですが、地区は地区資
金、分担金と上期で支出しております。実際
に上半期で支出が抑えられていくのは、例会
費のところと、週報のところぐらいかと思い
ます。
それからプロジェクトの予算に付きまして
は、クラブ協議会検討の前のことから、会長
にお聞きしたところ、前年度と同程度計上し
てくださいとのことで、入れる時期が分から
ないので取り合えず上期に計上しております。

最終的に合計しますと、上期例会が半分し
かないのですが、計算上では繰越金がないと
赤字になってしまうことがお分かりのことと
思います。下期につきましてもそのままの計
上で推移するとマイナスになってしまいます。
あくまでも計算上の推移ですが、次期繰越金
が約 124 万となり、約 70 万位のマイナスが生
じるとご理解をいただればと思います。
■ 2020 ～ 21 年度 横浜旭 RC 第３回理事会
日時 2020 年７月８日㈬ 12 時 20 分より
場所 例会場
出席者
田川富男 北澤正浩 佐藤真吾 目黒恵一
安藤公一 新川 尚 市川慎二 宋 謹衣
二宮麻理子
【報告事項】
１）暫定での月２回の例会出席
（定款第７条：
例会と出席に関する規定の例外）適合
２）災害対策委員会にて
聖マリアンナ横浜西部病院に
再度フェイスシールドを寄贈。
３）災害対策委員会での年間予算を計上。
・新型コロナウイス外部奉仕
・内部対策の対応予算
・他の災害時の緊急予算として
【審議事項】
１）暫定期間において下記の用件に適合し、
出席免除が可能
（定款 12 条出席第３節出席規定免除第５節
出席の記録により）継続審議
２）SAA（会場監督）宋委員長において、
直接顔を合わせる例会の中止時の対応とし
てオンライン例会の実施を計画中。
（定款第８条会合第１節例会 ）
今後、感染拡大が発生した時点において、
ロータリー活動に制約を受ける可能性があり
また、会員同士の元気な顔を見て絆を高める
為にもオンライン例会には有効性がある。
承認（担当 会場監督 宋委員長）
■次週の卓話
8/19 ㈬
・イニシエーションスピーチ 嶋崎会員
・会員増強フォーラム
北澤会員
週報担当 市川 慎二
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