
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2084 横浜港南ロータリークラブ週報 

2017．7．12．[水]  第 2312 回例会報告 
  

◎司 会            橋浦重己ＳＡＡ委員長 

◎ロータリーソング       『港南友愛の唄』 

◎ソングリーダー       笠原孝雄合唱委員 

◎ゲスト・第7ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  半澤 剛様 

     ・ｾﾌﾞﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰＲＣ       小池雅生様 

◎出席報告          小後摩重正出席委員 

会 員 数 

                 

出 席 者 

数         

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

37(7)名 31(7)名 83.8% 80.0%  84.2% 

（出席免除会員数） 

公式出席 

・7/3   理事会 

      北見丈治会長         大越雅也幹事 

      大橋三郎会員         阿曽輝彦会員 

      橋浦重己会員         尾形達也会員 

      大井和子会員         瀧 文 博 会 員 

        根本雄一会員         樋口一樹会員 

・7/7   地区役員全体会議      大越雅也会員 

      佐々部宣宏会員        根本雄一会員 

・7/10  地区社会奉仕委員長会議  根本雄一会員 

            

◎親睦委員会（今週のお祝）   大井和子委員 

＊会員誕生日祝 

瀧 文博会員(１３日) 

 

 ニコニコボックス本日合計  ４５，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ９２，０００円 

 

◎米山チャリティボックス 

青柳民朗会員 大井和子会員 坂巻照代会員  

佐々部宣宏会員 民谷佳子会員 橋浦重己会員 

細井順子会員 宮下賢会員  ８名   

 米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計    ８，０００円 

米山チャリティボックス累計 ２４，０００円 

 

◎会長報告            

①臨時総会 

平成２９年７月１９日(水)１８：３０～ 

場所『リヴァージュ』 

検討事項  

『入会金の取り扱い(解釈)について』 

『地区大会全員登録や親睦旅行等で多額費用発生

時の欠席費用について』 

『クラブ活動計画書の出席表について』 

『クラブのホームページについて』 

昼の例会では時間の制約があり、しっかりと意見交

換が出来ないことがあります。夜間例会ですと時間

の制約がないので、皆さんとしっかり討議が出来ると

思います。 

②ガバナー公式訪問 

平成２９年度７月２６日(水) 

通常例会より早めにお集まり下さい。 



③監査報告 

森田元会員に会計監査をお願いしております。会計

監査について、ＩＣレコーダーで頂きましたのでお聞き

下さい。 

『横浜港南ロータリークラブの皆様、ご無沙汰してい

ます。今年度も会計監査をさせて頂くことになりまし

た税理士の森田雅己でございます。その後、後任の

税理士が見つからず大変ご迷惑おかけしております。

７月５日仕事の都合により、出席出来ないため音声

録音によりご報告させて頂きます。 

平成２９年６月２６日１９時より横浜港南ＲＣ事務所

にて２０１６～１７年度の作成された帳簿及び決算書

について、通帳・領収書等、証票との照合、使途の

確認など、多岐にわたり詳細に監査を実施しました。

その結果、違法・不適切な点・指摘すべき点は見当

たらず、全て適合に処理記載されているものと認め、

監査報告書に署名押印を致しました』 

 

◎幹事報告  

①クラブ青少年奉仕委員長会議 

  ８月４日(金)午後３時～５時 

  場所『ソシア２１』  出席予定者 根本雄一委員長 

②会員がメークアップすることを幹事報告で報告するこ

とが決まりました。 

③大岡川クリーンアップ 

平成２９年７月３０日(日) 午前９：３０～１１：００  

場所 『笹野橋公園』 

  皆さんの多くのご参加をお願いします。 

④今後、炉辺会合や地区の報告などは幹事まで前もっ

て報告して頂きますようお願いします。 

⑤会報委員会炉辺会合 

  平成２９年７月２１日(金) 午後６：３０～ 

⑥クラブの年会費についてお早めに納入をお願いしま

す。 

◎セブポートセンターＲＣ小池雅生様より 

 
 

 
 

 
皆さんこんにちは。先日は北見会長はじめ多数の方に

セブポートセンターＲＣのインダクションにいらして頂き

誠に有難うございました。心より感謝申し上げます。 

 

◎委員会報告 

①国際奉仕委員会                山野井委員長 

  ７月２６日にセブポートセンターＲＣ訪問時、小池さん

には現地で大変お世話になりました。その際、お土

産としてココナッツのお酒とドライマンゴーとセブポー

トセンターＲＣのキャップを頂戴しました。 

②会報委員会             佐々部宣宏委員長 

会報委員会のメンバーとして、宮下会員に加わって

頂くことになりました。そして、来月から希望者にはメ

ールで週報を配信することに決まりました。 

 

◎ 『半澤ガバナー補佐をお迎えして』  
                
司会進行は大橋三郎クラブ奉仕委員長です 

これから半澤ガバナー補佐をお迎えして訪問議会を行

います。今年度各委員会の計画や目標を発表して頂き

ます。 

『半澤ガバナー補佐』 

 

 

 

 

 

 

皆さんと一緒にＲＩのテーマ、湯川ガバナーの地区方針

等に基づいて一年間運営して頂ければと思います。 

私の役目は皆さんからのお話をガバナーにお伝えする

事です。その為に本日は参りました。皆さん宜しくお願

い致します。 

『北見丈治会長』 

本日は半澤ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会

を始めさせて頂きます。クラブ活動計画書を作りました

ので、今期一年間これに沿って進めて頂きたいと思い

ます。 

クラブ奉仕委員会            大橋三郎委員長 

クラブ奉仕委員会は奉仕活動の根幹をなすものであり、

その役割は、各委員会が相互に情報を共有し、積極的

な活動を展開することにあります。そして、当クラブが

活性化することで地域社会への奉仕につながり、会員

増強にもつながることと信じます。そのために各委員会

の皆様と相談しながら、魅力あるクラブ、楽しいクラブ、

誇りのもてるクラブ作りを進めて行くつもりですので、皆

様のご協力をお願い致します。 

会場監督委員会             橋浦重己委員長 

ニコニコ BOX 協力者全員のレターが発表出来るよう、

会長報告等の時間を従前より早めます。（12 時 35 分



頃）そして、会員が事務局に例会の２日前（月曜日）１６

時迄に連絡なく欠席した場合は、予算の都合上食事代

2,500 円を提供して頂き本会計に入金処理するよう進

めさせて頂きます。 

会員増強選考委員会          樋口一樹委員長 

ロータリークラブにとって、会員の維持及び増強はクラ

ブ活性化の源であり、クラブの力、組織の力になります。

現在の３７人の会員を増やして４０名程にしたいと思い

ます。業種分類で一業種５人までというところもありま

すし、女性経営者等の会員増強もまだまだ出来ると考

えております。ゲストに例会の参観をお願いして、感覚

をつかんで会に入って頂くことを念頭においております。

会員のコミュニケーションや会の魅力を上げて増強して

いきたいと思います。 

出席委員会   豊場建伍委員長代理小後摩重正委員 

基本的には従来の出席委員会と方針は同様ですが、

今年度はその他に例会でその都度、メークアップ、地

区等の会合、クラブ委員会、炉辺会合、特に出席され

た会員名及びその内容を発表します。その際には出席

報告書に記入の上提出して下さい。又、月初めの例会

において、ホーム出席率１００％の発表は前年度と同

様ですが、今年度はメークアップ出席率１００％の会員

名を発表します。この際会員名はフルネームで発表し

ます。このようにホーム出席は勿論重要ですが、今年

度の方針はメークアップをとても重要視しております。

やむなくホーム欠席の際には是非ともメークアップをお

願いします。尚、メークアップの仕方がよくわからないと

いう会員がおられましたら、どうぞベテラン会員等に声

をかけてみて下さい。時間等許せば付き合ってくれると

思います。 

研修・広報委員会 

櫻井富雄委員長代理西山俊雄委員 

クラブ研修・広報委員会はロータリアンの自主性を高め、

それぞれのクラブが充実したロータリー活動が出来る

ように地区研修とクラブ研修の整合性を図り、全会員に

ロータリーの最新情報を伝達します。また、全会員、特

に新会員がロータリーを正しく理解できるように研修会

を開催します。研修・広報委員会の活動がクラブの活

性化をもたらし、会員の退会防止と増強につながる好

循環を生み出し、会員の皆様のためになる様に努力し

ます。 

プログラム委員会            阿曽輝彦委員長 

創立５０周年を控えてプログラムは緊縮財政で、当クラ

ブ会員のみの卓話をすることに決定しています。プログ

ラム予定表でご自分の卓話日をご確認下さい。その卓

話者は必ず時間を遵守するようにしてください。卓話日

にお休みする等の場合は前もって申し出て下さい。２～

３か月前には卓話担当者に連絡を致します。卓話者は

原則原稿を提出して頂きたいと思います。プロジェクタ

―の使用もお知らせ下さい。前年度の３分間ｽﾋﾟｰﾁは

廃止しました。卓話時間は 1 時から２８分間を有意義に

お使い下さい。お祝いについては、その週にお祝いが

ある方を『今週のお祝い』とします。毎月第４週目は原

則夜間例会です。１(昼間)・２・３・４月の夜間例会は職

業奉仕に関する卓話を４人の方にお願いしています。 

親睦委員会    尾形達也委員長代理大井和子委員 

活動計画書の通りです。委員会のメンバーが若いので

活気あるいろいろなプログラムを皆さんに提供できると

思います。先ほどの会長のお話にもありましたが、是非

皆さんニコニコへのご協力をお願いします。 

合唱委員会                山田勝康委員長

ロータリーソングを覚えていない方がいるようなので、

今年度はロータリーソング主体でやっていきたいと思い

ます。そして、待ち時間等には趣向を凝らした鳥の声等

考も流してみたいと思います。 

会報委員会               佐々部宣宏委員長 

週報は例会ごとに発行します。今まで夜間例会は通

常例会と一緒に会報に記載されていましたので、夜

間例会のみでの発行はしておりませんでした。北見

会長から夜間例会も作成すようにというお話があり

ましたので、夜間例会単独で週報を作成します。そ

して、幹事及び委員会の活動実績、新会員の紹介、

例会記録等を掲載します。ニコニコ及びロータリー

財団、米山記念奨学会への寄付増進の為の情報を掲

載、 週報の作成は当委員会の各委員の輪番制を基本

としつつ、全委員が協力してこれにあたり、各委員

は週報の情報源の確保に努力します。 

 

これより司会進行は北見丈治会長です 

職業奉仕委員会             大井和子委員長 

私が考えたのは今年度のＲＩ会長のテーマ『ＭＡＫＩＮＧ 

Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ』そして、北見会長の『超変革』を私

なりに考え職業奉仕委員会では今までにない活動をし

たいと思っています。研修委員会・プログラム委員会と

連携をして、私より先輩の３人の会員と私を含めて自ら

の職業奉仕について披瀝して頂ければと思います。そ

して、何かしらフィードバック出来ないかと考えています。



それによって可視化を図ることが出来るかも知れないと

思っていますので、先輩方から良いアイデアがあれば

是非ご教示頂きたいと思います。今年度は予算削減も

ありますが、職場訪問は行わないことに致します。横浜

市新任副校長短期研修を積極的に受け入れて頂きた

いと思います。 

社会奉仕委員会               瀧文博委員長 

７月３０日に毎年行っている大岡川クリーンアップがあ

りますので注力していきたいと思います。それに加えて

新しい活動を委員の方やその他の方にもお話を頂いて

おりますので、予算の兼ね合いもありますが検討して

進めていきたいと思います。 

国際奉仕委員会            山野井正郎委員長 

活動計画書に記載されている通りです。セブポートセン

ターＲＣとの姉妹締結を基本としています。国際親善を

図っていきたいと思います。 

青少年奉仕委員会            根本雄一委員長 

活動計画書に記載されている通りに今年度活動致しま

す。当クラブでは昨年同様に少年野球大会・剣道大会

にトロフィー・メダルを寄贈しています。そして、今年度

は当クラブには青少年交換留学生はおりません。 

ロータリー財団委員会          平山滋也委員長 

年次基金寄付 1 人当たり US＄120 以上の寄付。恒久

基金寄付ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ(＄1,000 以上寄付)を１名以上。 

ポリオプラスへの寄付 1 人＄US50(ロータリーレート)  

ロータリーカードを利用することで、0.3%がロータリー財

団へ寄付されますので、会員の皆様へご使用をお勧め

します。寄付金を頂いた方の氏名を発表させて頂きま

す。地区補助金の有効なテーマを見つけて活用できれ

ば良いと思っています。 

米山記念奨学委員会          高柳良作委員長 

活動計画書に記載されている通りです。 

米山奨学委員会はロータリー財団と同じで、お金が集

まらないと何もできません。皆さんのご協力をお願いし

ます。 

総評                   半澤ガバナー補佐 

北見会長が以前幹事をされていた時、会長・幹事会で

ご一緒した仲です。今後ともよろしくお願い致します。 

今日の皆さんのお話を伺い、とてもしっかりとしているク

ラブだと感心致しました。 

国際ロータリーではクラブのメンバーは３７名くらいが必

要であるとしています。これがクラブ運営するに当たり

最小の単位だと言われています。横浜港南ＲＣは３７名

ですが、私のクラブは会員が３６名なので会員増強を

頑張っていきたいと思います。今日皆さんに発表して頂

いたクラブ活動計画書を基に、これから一年間クラブ運

営・活動を頑張って頂きたいと思います。 

『北見丈治会長』 

半澤ガバナー補佐及び会員の皆さんにはご協力を頂

きまして有難うございます。これでガバナー補佐訪問協

議会を終了致します。有難うございました。 

 
◎ ニコニコボックス      大井和子親睦委員 
第７グループガバナー補佐 半澤剛様 
  セブポートセンターＲＣの小池様ようこそいらっしゃ

いました。 
  本日はクラブ協議会です。よろしくお願い致します。 
セブポートセンターＲＣ 小池雅生様 
  先日のセブポートセンター・インダクションには北見

会長・大越幹事・山野井様・佐々部様・櫻井様・平山
様においで頂き誠に有難うございました。 

北見丈治会長 
  日曜日の読売３連戦はまさかの９回に坂本の    

１５００安打目で、３点差を追いつかれ、嫌な雰囲気
でしたが、１年目の糸原がサヨナラヒットで３連敗を

免れました。 
昨日は岡山マスカットスタジアムで、球場名のよう
に１０対 1のスカッとした勝利でした。今日で前半戦
最後です。３連勝でいきましょう。先週は３勝３敗で
したので、３勝分です。 

瀧文博会員 

  会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 
高栁良作会員 
  先週は誕生日祝をありがとうございました。当日お

祝いして頂き嬉しかったです。 
山野井正郎会員 
  セブポートセンターＲＣ小池様インダクションには大

変お世話になり感謝申し上げます。貴クラブの益々
のご活躍を期待申し上げます。 

橋浦重己・豊場建伍・市川敏明・佐々部宣宏 
樋口一樹・民谷佳子・海野俊彦・横尾博之・八木禧昭 
大橋三郎・大井和子・坂巻照代・青柳民朗・福島昭 
平山滋也各会員 

国際ロータリー第２５９０地区第７ｸﾞﾙｰﾌﾟガバナー補
佐半澤剛様、本日のクラブ協議会のご指導よろしく
お願いします。 

  セブポートセンターＲＣ小池雅生様ようこそいらっし
ゃいました。 

林田利治会員 

  ガバナー補佐の半澤様、ご苦労様でした。 
宮下賢会員 
  先週の北見会長の船出に出席できず申し訳ありま

せんでした。 
  半澤様・小池様ようこそいらっしゃいました。 
西山俊雄会員  

  もう梅雨は開けたのでしょうか。 
◎ 次週の予定 

 ７月１９日(水)１８：３０～『ﾘｳﾞｧｰｼﾞｭ』  臨時総会 
◎ 会報             高栁良作会報委員 


