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収入の部合計金額は（ｸﾗﾌﾞ活動計画書 P30 上から
13 行目より）

14,917,947(正)

14,875,447（誤）

支出について、修正すると、

◎司 会
佐々部 SAA 委員長
◎ロータリーソング 『君が代』『奉仕の理想』
◎新会員 (株)コウセイ専務
國光一平様
◎ソングリーダー
高栁合唱委員長
◎出席報告
阿曽出席委員長
会 員 数 出 席 者 出席率
数
36(7)名
（

32(7)名

88，8%

前回

前月

修正率

平均率

100％

91.7%

）内は出席免除会員数

（ｸﾗﾌﾞ活動計画書 P31 下から 3 行目より）
支出合計

11,728,224(正)

11,722,465（誤）

次期繰越

3,189,723(正)

3,152,982（誤）

・2018～19 年度特別会計決算書と 50 周年積立金につ
いては記載されている通りです。
・2019～20 年度一般会計予算書
収入の部、修正により、
（ｸﾗﾌﾞ活動計画書 P33 上から 5 行目より）
次期繰越

◎前年度決算及び予算報告

石坂会計委員

この活動計画書を作成した後に下記 3 点を処理しま
したので、修正を元にご報告致します。
収入について、
支出について、

合

計

3,189,723(正)

3,152,982（誤）

15,199,723(正)

15,162,982（誤）

支出の部、修正により、
（ｸﾗﾌﾞ活動計画書 P34 下から 2 行目）

・米山寄付金 35,000 円
・ビ ジ タ ー 費

7,500 円

・電話代引落

5,759 円(6/27)

・2018～19 年度一般会計決算について、修正すると、
（ｸﾗﾌﾞ活動計画書 P30 上から 4 行目より）
収

入

11,226,065(正)

11,183,565(誤)

支

出

11,728,224(正)

11,722,465(誤)

残

高

3,189,723(正)

3,152,982(誤)

次期繰越

2,429,723(正)

2,392,982（誤）

・2019～20 年度特別会計予算の支出は前年同様で
す。
支出は前期通り、収入については前期繰越金が一部
ずれておりますが、それ以外年会費等は会員数３６名
で収入をみております。決算報告・予算報告は以上と
なります。

『宮下前会長より』

◎ 幹事報告

会計監査について、森田税理士に監査をして頂き、そ

① 今年度の名簿について、修正をお願いします。

の旨を録音しております。

奉仕分担表の海野プログラム委員長の部分に理
事扱いの☆印をご記入お願いします。

『森田税理士より』

② 理事会について、毎月第一水曜日１３：３０～開催

令和元年６月２４日１９時より、横浜港南ロータリークラ

します。理事の方は例会終了後そのままお残り下

ブ事務所にて、２０１８～１９年度までの一般会計・特別

さい。

会計・５０周年積立金の作成された帳簿及び決算書に
ついて、通帳・領収書など書類と照合し、使途の確認な

◎ 委員会報告

ど多岐にわたり詳細に監査を実施致しました。収支の

① 国際奉仕委員会

天野国際奉仕委員長

内容としては、違法・不適切な点・指摘すべき点は特に

６月２２日から２６日まで、セブポートセンターＲＣの

見当たらず、全て適合に処理・記載されていると認め、

インダクションに、当クラブから根本会長・尾形幹

監査報告書に署名押印致しました。

事・櫻井委員・平山委員・私、港南台ＲＣからお二人
の計７名で行き、共同事業のドネーションをお渡しし

『宮下前会長より』

て参りました。ロータープラストと当クラブの５０周年

森田税理士にきちんと署名を頂いております。皆様ご

記念が重なってしまいそうですが、８名ほどいらっし

承認頂きありがとうございます。これで昨年一年間全て

ゃる予定です。奥様方がいらっしゃるかわかりませ

の仕事を終了しました。有難うございました。

んが、人数がわかりましたら報告致します。
お帰りの際にお土産をお持ち帰り下さい。

◎ 会長報告

② ご挨拶

① 茜会の助成金を山野井会員にお渡しします。

大井前幹事

・最終例会時は母の葬儀で欠席させて頂きました。

② 大井会員にベネファクターが授与されます。

弔電を頂き有難うございました。

③ (株)コウセイの國光一平様の入会式を行います。

・最終例会を欠席したので、幹事として最後のご挨拶

『國光新会員より』

をさせて頂きます。

事業は主に集合住宅の給排水管の改修工事をし

皆様一年間本当に有難うございました。私にとって、

ております。第一線で活躍されている皆様からたく

ロータリーとは何かを考える一年でした。私は根本

さん学びたいと思います。どうぞよろしくお願い致

会長にお願いして、今期は研修委員長の立場で皆

します。

さんのお役に立てるよう、自己研鑽に努められるよ
う頑張りたいと思います。
・昨年同様、音楽と映画の夕べを『桜岡小学校』で企
画しております。レターケースにご案内を入れてあ
りますので、是非協賛をお願いします。
③ 親睦委員会（今週のお祝い）
*

青柳親睦委員長

会員誕生日祝
高栁会員(5 日)・飯島会員(7 日)・瀧会員(13 日)
大越会員(19 日)・高森会員(22 日)・橋浦会員(26 日)

◎ 『会長所信表明挨拶』

根本会長

どうぞ 1 年間よろしくご指導の程お願い申し上げま
す。

歴史と伝統の横浜港南ロータリークラブ５０周年の

先ず、９月２８日に５０周年ですが、既に山野井実行

会長を務めさせて頂くことになりました根本でございま

委員長の下、何度も実行委員会が開かれていますが、

す。

私の立ち位置として、誤解のないように申し上げたいの

多くの先輩ロータリアンが在籍する中、私のような

ですが、良い意味で私は自分の色を一切出さずに、実

若輩者が周年会長の重責を務めるにあたり身の引き

行委員会の先輩達の指示にしっかりと従っていきたい

締まる思いではございますが、皆様にたくさんのご指導

と思います。私は入会１０年そこそこですが、クラブの

を頂きながら 1 年間一生懸命頑張りますのでどうぞよろ

歴史は会を支えてきた先輩方が積み重ねてきたもので

しくお願い申し上げます。

あります。実行委員会の先輩方は、我々のクラブを愛し

さて、本年度はクラブ創立５０周年の年であり、また

て、大切にして、育てて頂いた方ばかりです。その方々

合わせて港南区制５０周年の年であります。9 月 28 日

の思いが凝縮されたものを精一杯、バックアップし応援

にはロイヤルホールヨコハマでの当クラブ記念式典、

させて頂きたいと思います。それについては、私は何で

そして 11 月 2 日には区役所との共催事業として庁舎の

も言って頂きたいし、一所懸命に細かなことでも務めさ

壁面を利用したスポーツクライミング(ボルダリング)の

せて頂きたいと思います。

体験イベント等、大規模な事業が目白押しとなります。

１１月２日の港南区制との共催イベントのボルダリン

いずれの事業も私たちのクラブにとって大事な通過点

グについては、区役所と何度も打ち合わせを重ねてい

ではありますが、最も大切なことはこれから先、60 年、

ます。これから先を支える横浜港南ＲＣの面々に活躍し

100 年と歴史を積み重ねる為に何を成す 1 年にするか

て頂きたいと思います。実行委員としては、尾形幹事を

ということです。 クラブの歴史と活動は句点ではなく、

筆頭として、高栁さんと瀧さんには当クラブの理事には

読点であると思います。この５０周年で「。」で終わる訳

外れて頂き、共催イベントの実行委員として、活躍して

でなくあくまで「、」に過ぎないのです。それにはしっかり

頂いております。私よりロータリー歴の浅い方、若い方、

としたクラブ運営と奉仕活動を誠実に実行していくこと、

次を担うロータリアンの方々に活躍して頂きたいと思い

更に具体的に発信すると「行きたくなる例会」、それは

ます。１１月２日のイベントにつきましては、９月の式典

「聴きたくなる卓話者」や「食べたくなる美味しい昼食」

とはクラブ上の会計を別にしており、多額のお金がか

であるし、「行きたくなるイベント」であると思うのです。

かります。既に横浜市の市民局からオリンピック予算が

これはプログラムが「聴きたくなる卓話者」を考え、

下りていますが、それでも足りないので、来週以降に瀧

ＳＡＡが「食べたくなる美味しい食事」を考え、親睦が

会員からそれぞれのクラブに会社から協賛頂いて実行

「行きたくなるイベント」を考え、 職業奉仕・社会奉仕・

しようと思っています。協賛はあくまでも任意ですので、

国際奉仕がロータリアンとしての原理に基づいた奉仕

想いのある方だけで結構です。そもそもボルダリングと

活動を考える。 それを会員皆でディスカッションするこ

は何か、オリンピック種目ときいているけど何をやるの

とでブラッシュアップをしていく。 これらを丁寧に実行し

か等、瀧さんがプレゼンテーション資料を作っています

ていくことで自然に退会者も減るし、無理して勧誘しなく

ので、皆さんに併せて発表させて頂きたいですし、ガバ

ても自然に新入会員も増えていくと思うのです。

ナー公式訪問の時に、プレゼンをして頂きたいと思って

とはいえ、これは当該年度で達成することはとても

おります。これは子クラブの横浜港南台ＲＣの協賛とい

難しいことかもしれません。しかし愚直に継続し続ける

う形で入ってきますので、改めて、我々のクラブと近くな

ことで必ず魅力の絶えないクラブになると信じています。

る良いチャンスだと思っています。

そしてそれには皆様の協力が絶対に必要です。

最後になりますが、周年事業や数々のイベントが過

ぎた来年、平山年度に替わりつつある頃、私から最後

青柳会員

に一つだけ提案させて頂きます。それは私たち横浜港

ロータリー新年度スタートです。ニコニコのご協力お

南ロータリークラブが存続という言葉ではなく、繁栄す

願い申し上げます。

るために、クラブの合併について皆様のご意見をお伺

佐々部会員 福嶋昭会員 横尾会員 平山会員

いしたいと思います。そこで、結論を出すつもりはござ

根本会長一年間よろしくお願い致します。

いませんが、アンケートにするか等はこれから考えます
が、私の年度の最後に合併について投げかけをさせて
頂き、私の年度が終われたらと考えております。
一所懸命一年間頑張りますのでどうぞ宜しくお願い
致します。

大井会員 宮下会員 山野井会員
根本会長・尾形幹事、就任おめでとうございます。
八木会員 天野会員 坂巻会員
根本丸発進おめでとうございます。今年はいろいろ
と大変だと思いますが、いつもの明るいパワーで期
待しています。

『尾形幹事より』

小後摩会員

根本会長のお話にもありましたように、伝統ある横浜港

本日はロータリー新年度の最初の例会です。今年

南ＲＣの大先輩の皆さんの積み重ねて来られた５０周

度もよろしくお願いします。

年ですので、根本会長をしっかり支えていけるよう足り

海野会員

ない部分が多々あるかと思いますが、大目に見て頂き

新年度はプログラム委員長です。宜しくお願いしま

ながら応援お願いします。一年間よろしくお願い致しま

す。

す。

市川会員
根本・尾形年度のスタートをお祝い申し上げます。

◎ニコニコボックス

青柳民朗親睦委員長

根本会長 尾形幹事
これから一年間よろしくお願い致します。しっかり努
めて参ります。
北見会員
配偶者誕生日祝を頂きましてありがとうございます。
西山会員

國光一平様の入会式おめでとうございます。ご活躍
を期待しております。
細井会員
新年度スタートです。新たな係・担当・学ばせて頂き
ます。宜しくお願い致します。
ニコニコボックス本日合計

５８，０００円

ニコニコボックス 累 計

５８，０００円

今期は１００％出席を目標とします。
会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。

◎米山チャリティボックス

瀧会員 飯島会員 高栁会員 橋浦会員 高森会員

宮下米山奨学委員

会員誕生日祝を頂きましてありがとうございます。

青柳会員 海野会員 小後摩会員 大井会員

根本会長・尾形幹事一年間宜しくお願い致します。

坂巻会員 佐々部会員 瀧会員 橋浦会員

上杉会員

細井会員 根本会員 宮下会員 １１名

会員入会記念日祝いを頂きまして有難うございま

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

１１，０００円

す。

米山チャリティボックス累計

１１，０００円

大越会員
会員誕生日祝を頂きましてありがとうございました。
一年振りに本日より復活させて頂きます。どうぞよろ
しく御願いします。

◎次週の予定
７月１０日（水） クラブ協議会

◎会報

豊場会報委員長

