
■司　　会　ＳＡＡ　宋　　謹衣

■開会点鐘　会　長　田川　富男

■出席報告

■本日の欠席者
嶋崎、 柳沢

■８月皆出席者表彰

二宮麻理子会員　　　　７年

関口　友宏会員   　　46 年

田川　富男会員　　　　 ８年

■会長報告　　　　　　　　　　　　　　　

　残念ながら、今回も新型コロナウイルス感

染の報告から始めなければならない事が残念
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２０２０年８月１９日 第２４２４回例会　VOL. ５２　No. ４

本日の出席数　 　21 名

本日の出席率    87.5％

会員数　　　  29 名

修正出席率  　  87.5％

です。そして、同時に猛暑の中で熱中症によ

る体調不良が発生しています。人間の弱さが

露見したと感じます。自分は弱いので最近の

休日は家庭サービスが中心の休日です。

　こんな時期ですが感染の話は置いといて、

個人的な話になりますが、家庭サービスを兼

ねて趣昧の世界ですが【高圧洗浄】に凝って

います。高圧洗浄のこと知っていますか、高

圧洗浄の作業した事ありますか、遊び半分で

の作業ですが仕上がりは格段に気持ちいいで

す。5 分間情報みたいですが、白黒が目で見

れるのが高圧洗浄の魅力です。新築当時の感

覚を思い出す事と長い年月のいとなみの中

で建物の愛着を感じさせて貰えることのビ

フォーアフターの差が楽しいのです。家の顔

玄関、犬走り、庭の石垣は最高ですが、外壁

のサイディングや屋根のカラーベスト・スレー

トはプロの専門業者に依頼した方が無難です。

割れたり・シーリングが切れたり高圧ですか

ら水圧、高い所は危険です。でも高圧洗浄は

面白い作業です。ただ、高圧洗浄には欠点が

あります。完璧主義の方にはストレスが出ま

す、妥協点を低くしないと終わらない事にな

ります。

　でも、人はそんなに弱い動物ではありませ

ん。人間は必すコロナを制圧出来ます。



じて判断させていただきます。

　また、記載された内容に変更等が生じた場

合は、改めてご連絡させていただきます。

■ R財団委員会　　　　　　　　増田嘉一郎

　学友会より近況報告書が届いておりますの

で、回覧致します。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

田川　富男／①今自分たちが出来る事。感染

防止によりクラブの絆を守ることを考える時

だと感じます。②皆出席をいただきまして、

ありがとうございました。

二宮麻理子／①８/5 ㈬、誕生日祝いをいただ

き有難うございました。②皆出席を有難うご

ざいます。

福村　　正／誕生日祝いをいただきありがと

うございます。

北澤　正浩／本日の会員増強フォーラム、よ

ろしくお願い致します。

佐藤　真吾／会員増強フォーラム、北澤委員

長よろしくお願いします。

関口　友宏／①皆出席祝を頂きありがとうご

ざいます。②市川さん、ご尊父のご冥福をお

祈りいたします。

内田　　敏／市川さんお父様の死、お悔やみ

申し上げます。

齋藤　善孝／市川さんのお父様の訃報を知り

驚きました。お父様とは２～３度お会いした

ことがあります。物腰の柔らかい優しい人だっ

たと印象に残っています。お父様のご冥福を

お祈りいたします。

岡田　　隆／暑い毎日です。皆様のご健康を

お祈りします。

宋　　謹衣／最近、影像編集の勉強が始ま

り、今週中に会社をアピールするビデオを

Youtube に掲載する予定です。ぜひご覧くだ

さい。

安藤　公一／①北澤さん、フォーラム宜しく

お願い致します。②新型コロナがなかったら、

天理大学と早大のラグビー練習試合を菅平で

本日開催予定でした。

市川　慎二／７月 25 日に父が逝去致しまし

た。生前のご厚情に感謝申し上げます。
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○地区関係

１）会長幹事会に参加して

　８月６日新横浜の国際ホテルにて地区第５

グループ下山ガバナー補佐主催の新会長幹事

会に二宮麻里子幹事と出席致しました。

　周知とは思いますが、第５グループは７グ

ループの中でも一番のクラブ数となり 11 ク

ラブが所属しています。会場では 27 名が参加

され各クラブ名と顔が一致しないほどでした。

下山ガバナー補佐からはガバナー公式訪問に

ついての感想がありました。また、前期ガバ

ナー補佐の柳沼さんより前期について説明が

ありました。その後、各クラブにて現況報告

を発表しました。どのクラブもコロナの影響

にて例会方法に苦労されていました。ただ、

例会全てを休会しているクラブは皆無でした。

　次回の例会は３週間を空けて９月９日とな

ります。

○クラブ関係

１）第３回クラブ協議会を予定していますが、

時間的に無理が有りますので各委員会の委員

長紹介と一言発表（補佐にクラブ活動計画書

提出予定です）

　下山ガバナー補佐をお迎えして、アドバイ

スをいただきます。また、柳沼さんも来られ

るとのことです。

２）市川会員のお父様の他界に対して、慶弔

規定（第５条）により 20,000 円をお渡ししま

した。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜緑ロータリークラブ

日時　８月 26 日㈬休会

日時　９月２日㈬通常例会　

日時　９月９日㈬休会

日時　９月 16 日㈬通常例会　

日時　９月 23 日㈬休会

日時　９月 30 日㈬休会

*なお、上記 休会 につきましては 例会の代

替として『オンライン炉辺会合』を開催いた

しますが、他クラブの方のご参加はお断りさ

せて頂きますので、ご了承ください。

　10 月以降の例会につきましては、情況に応
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■会員増強フォーラム　　　　  　北澤　正浩

　８月は会員増強月間です。本来であれば会

員増強について前向きにお話をしたいのです

が、現状は新型コロナウイルスの影響で、環

境が一変してしまいました。感染を防ぐ為に

人との接触や集まりを避けなければならない

難しい状況の中でできる会員増強の方法を考

えてみましたのでお話しさせていただきます。

　まず思ったのは、はたして今の状況のなか

で例会に入会候補者を連れてきたとして、ロー

タリークラブに魅力を感じてくれるか？とい

うことです。

　例会の回数や時間が減って縮小せざるをえ

ない内容や、各種活動も接触を避けるために

皆が協力できない状態のロータリーを見て、

入会したいと思うのは難しいのではないで

しょうか。 

　また、入会候補者の中にはコロナの影響で

このタイミングで入会は控えたいと思う経営

者は多いと思います。

　会員増強には強い逆風が吹いている状況で

す。だからと言って増強自体を諦めることは

できません。今の状況でも対応できる増強の

方法を考えてみたいと思います。

　一例として挙げられるのは宋さんが推し進

めていただいている例会のネット配信は現状

でもできる効果的な方法の一つです。ネット・

ソーシャルメディアの活用が当たり前の時代、

ホームページだけでは十分ではありません。

ネット上のクラブの「顔」となるソーシャル

メディアは、入会候補者や地域社会とつなが

るための重要な手段になっています。

　難しい仕組みや活用は省略しますが、簡単

に言うと人は関心・興味をもったことを何時

でもどこでも簡単にネットで検索する時代で

あることです。

　たとえ、入会まで思いつかなくてもロータ

リークラブはどういう団体で何をしているか

ということを正しく伝えることにより、興味

を深め、将来的には会員になるかもしれない

可能性を上げることが今は必要だと考えます。

　当クラブはホームページはありますが、そ

れ以外のフェイスブックやツイッター等の

ソーシャルメディアは利用していません。今

の時期にフェイスガードを医療機関に提供し

た活動などは世の中に広くアピールすべきこ

とだと思いますし、それを広げるためにソー

シャルメディアを活用すればさらに効果的で

あったと思います。

　ロータリー本部でもソーシャルメディアを

利用した特に若い人向けの会員増強方法が紹

介されていますのでご覧ください。

　増強の難しさだけでなく、最も心配してい

るのは退会者が増えるのではないかというこ

とです。コロナウイルスの終息の目途はまだ

見えていません。１年以上はかかるという専

門家もいます。本来のロータリアンの活動や

交流ができない状態が長く続くと嫌気がさす

人も出るでしょう。

　本年度は、本来であれば会員の増強を中心

に考えるべきですが、状況を踏まえ、退会防

止についても強く配慮すべきだと考えます。

　今回は、今の状況を踏まえた会員増強につ

いて私の考えをお話しさせていただきました。

本年度は会員増強委員会の委員は特定のメン

バーではなく、会員全員となっております。

　制約の多いこの時期ではありますが、会員

増強と退会防止活動について全員で活動して

いきたいと思いますのでご協力をお願いいた

します。
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愛護福祉のための活動して下さる団体に支援、

終わりました。

　もらう幸せより　あげる幸せ

　これもあれもロータリークラブで学んだこ

とです。　

■ 2020 ～ 21 年度　第４回理事会
日時　８月５日㈬ 13 時 15 分～

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）タウンニュースに「暑中お見舞い」の掲

載（税込み 16,500 円）

２）例会時の飲み物ペットボトルのお茶を岡

田屋さんより購入。

３）オンラインよるリモート例会の計画を推

進する。

　line の band 説明書の小冊子を作成、配布。

○審議事項

１）事務局（佐藤さん）に業務連絡用として

スマホ携帯の購入　　　　　　　　　　承認

２）継続審議【隔週での出席扱いについて】

　下山ガバナー補佐に確認

　（地区にて確認したとのこと）

出席率の計算方法や例会回数についての回答

　地区においては各クラブ内で合意されてい

れば問題がない。暫定期間中の例会を「みな

し出席」としてすべて出席とする。ただし、

地区への出席率の報告は実数にて提出。

３） 暫定期間をいつまでとするか

12 月までを暫定期間。その後については 12

月の理事会での審議事項とし決定する。

４） クリスマス会について

12 月 12 日㈯のクリスマス会は中止する。

　（新型コロナウイルス感染症の為）

５）米山奨学生、林悦さんの卓話をオンライ

ンにて行う。　　　　　　　　　　　　承認

■次週の卓話　

　9/23 ㈬　ガバナー公式訪問

　　　　　　　　　　週報担当　増田嘉一郎

■会報番外記　　　　　　　　　

「雑感」　　　　　　　　　　　　兵藤　哲夫

　もうロータリーもそろそろ退会なんだろう

か。入会したり、退会したり又入会したり、

それでも合計すると在籍 40 年近くなるよう

だ。多くの先輩たちも 80 歳を迎えるころ、体

力、気力を失い退会を考えるのでしょうか。

私もそんな実感がある。

　長く役をしていた神奈川県動物愛護協会や

横浜市獣医師会も役を解いていただいた。来

年度は 45 年も理事をしていた日本動物福祉協

会も退くつもりでいる。身辺整理が始まった。

身軽になろう。

　まったく知らない土地に来て、動物病院を

開設して 60 年。初期の頃は先輩ロータリアン

松本良彦先生のところで給料をもらいながら

の経営でした。地域の人々に支えられ、二俣

川小学校、旭高校、中沢高校。麻布大学等の

学校団体の役員をこなし、旭獣医師会、旭区

の保健関係の役もこなしてきました。

　５人の子供も成長、独立し、孫も大学生に

なっていました。妻も献身的に仕えてくれて

います。

ここまでは旧時代、これからはもう追いつい

ていけない時代に突入して来ました。

　オンライン、リモート、ズームにアプリ、

ラインやユーチユーブ、その上ペイペイなど

のキャッシュレス時代、ネットでくる案件を

読んでの送信。

　目はかすむ、指は動かない、余分なところ

を触ってしまい画面消失、残念続き、スマホ

も満足に使いきれないぶざまな私、これから

どうしよう。

　でも今月３本のオンラインビデオとり、ズー

ムでの会議、周囲のお手伝いがありがたい。

老兵はただ消えるのみ、ただでは消えないよ

う抵抗します！

　この度一般財団法人兵藤哲夫アニマル基金

を設立しました。動物たちに支えられてきた

60 年、老後の貯えをこの動物たちのために返

して行きます。倍返しだ。もう 20 件、動物


