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◆次回（2019 年 7 月 13 日（土））例会予告◆

クラブ奉仕関係委員会

活動計画発表

会員増強委員長 田島文男 合唱委員長
渡邉義隆
研修委員長
角井幸一 クラブ会報委員長 宍戸留美
出席委員長
種市 誠 広報・公共イメージ向上委員長 下村高司
プログラム委員長 小野 哲 会場委員長
武居正則
親睦活動委員長 岸 厚子 戦略計画委員長
平野忠弘
《合唱歌詞》

作詞

元東京ＲＣ 萩原 英一

元京都ＲＣ 前田和一郎

奉仕の理想

作曲

なりわい

奉仕の理想に 集いし友よ

御国に捧げん 我等の業

久遠の平和

いや輝きて

望むは世界の

めぐる歯車

永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー
本日の
BGM

令和元年 6 月 29 日（土）
点
合
会

鐘：鈴木 康昭 会 長
唱：横浜南ロータリークラブの歌
員

数

48（41）名

本日出席率

80.00％

本日出席数

36（32）名

6／15分修正出席率

82.92％

ゲスト：林
恵理 様
		
（エステサロンキャメロンスパ オーナー）
		
宮田美那子 様
（R 青少年交換ホストファミリー）
		
宮田 愛子 様（
〃
）
		
下山 清隆 様（第５グループ南ガバナー補佐）
		
栁沼 芳光 様（第５グループ次年度ガバナー補佐）
		
髙田 哲二 様（南陵ロータリークラブ 会長）
		
渡辺 貴浩 様（
〃
副会長）
		
米谷 進一 様（
〃
幹事）
		
岡本 恭幸 様（
〃
次年度会長）
		
三森 康伸 様（
〃
次年度副会長）
		
福羅 博行 様（
〃
次年度幹事）
		
白川 正孝 様
		
呂
宜雅 様（米山記念奨学生）
		
カミーユ様（R 青少年交換学生）
		
片山 宥那 様（横浜南 RAC 会長）
		
傅
嘉巍 様（
〃
会計）
◎今週メークアップへ行った会員
６／ 19 横浜港南ロータリークラブ（宮田会員）
６／ 22 R 青少年交換来日生修了式（角井・水谷・伊藤雄
一郎・宮田 各会員）
６／ 24 地区インターアクト委員会（水谷会員）
６／ 27 横浜南陵ロータリークラブ最終例会（角井・武内・
青柳・鈴木康昭・宮田・藤田 各会員）

「マリーゴールド」
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≪会長報告≫

角井 幸一 会長
１．６月 22 日（土）ロータリー青少年交換来日生修了式
に、水谷地区青少年奉仕委員長、伊藤雄一郎地区ロー
タリー青少年交換委員、ホストファミリーの宮田会
員と私で行ってまいりました。
２．６月 27 日（木）
、横浜南陵ロータリークラブの最終
例会に、ご招待いただきましたので、現、次の三役
で出席してまいりました。

≪幹事報告≫

青柳 隆之 幹事
１．本日例会前、
次年度プログラム委員会が開催されました。
ご出席いただきました、次年度プログラム委員の皆様
ありがとうございました。
２．財団寄付のレートの件ですが、次年度来月より、1 日の
市場相場に基づくこととなるため、事前に新しいレート
をお知らせすることができなくなります。ご了承いただ
きますようお願い致します。マイロータリーでも確認し
ていただけますのでご覧ください。
３．他クラブより例会変更の案内がきております。詳細は事
務局にお問い合わせください。

≪委員会報告≫

・米山記念奨学委員会
武居
田村清会員よりご寄付頂きました。

正則

委員長

≪次年度第５グループガバナー補佐 挨拶≫

次年度第５グループ ガバナー補佐 栁沼 芳光様
皆さん こんばんは。次年度第５グループ ガバナー
補佐を務めさせて頂く事になりました横浜瀬谷ロータ
リークラブの柳沼です。
本日は就任前の挨拶に伺いました。
ガバナー補佐の主な役割は、担当するクラブの効果的
な運営のサポートに努め、招かれた場合には、クラブの
例会、協議会、その他行事に出席し、定期的にクラブと
の連絡を取り合う事だそうです。
本年度、第５グループは、旧南５クラブ北６クラブの
併せて 11 クラブ約 330 名近くの会員で構成され、エリ
ヤは北は田園都市線「あざみの駅、青葉台駅」西は相鉄
線「瀬谷駅、二俣川駅」南は京浜東北線「港南台駅」京
急線「上大岡駅」東はみなとみらい、石川町と横浜市全
域で活動しています。
さて、近年は、会員減少が問題となっております。ク
ラブは危機感を持ちつつ会員増強を図り、運営を継続せ
ねばならない状況に変わりはありません。
会員増強・退会防止を念頭に、本年、轟ガバナーのテー
マは「研修と活性化」という目標を踏まえ「横のつなが
りを大事に」といたします。
本日 夜間例会にお邪魔し、皆様との距離を短くしコ
ミュニケーションを図れば、いい横のつながりができる
ような気がします。
これから一年間、地区とクラブのパイプ役として、前
向きに務めさせていただきますので、宜しくお願い致し
ます。

今宵は有意義なひと時となり、楽しい一年になります
よう、どうぞ宜しくお願いします。

≪最終例会
会長挨拶

挨拶≫

会長 角井 幸一
2018-19 年 度、 年 次 報
告をさせていただきま
す、まずは会員の皆様一
年間ご協力をいただきま
してありがとうございま
した。本日おこしの下山
ガバナー補佐には一年間
ご指導いただきましてあ
りがとうございました。高田会長、米谷幹事一年間ご協
力ありがとうございました。
一年間の会長報告をさせていただきます。私は今年度
のクラブ活動は語りつくされ、実践をしつくされて、き
ましたことだとは、思いましたが、( 例会でお会いしま
しょう ) を合言葉にして、まず例会にご出席していただ
く、基本であります、( 入りて学び、出でて奉仕をする )、
その繰り返しを楽しく重ねていく、そして委員会にご出
席いただき、委員長と一緒にストレスを溜めない委員会
活動、奉仕活動にご参加いただければと思いました、会
員の皆様はいかがだったでしょうか。会場委員会は蒲委
員長を中心に、委員の皆様に毎例会に会場に心配りをし
ていただきました、有難うございました。合唱委員会秋
山委員長代理、委員の皆様、ありがとうございました。
出席委員会渡邊義隆委員長と委員の皆様、研修ロータ
リー情報・雑誌委員会岸委員長と委員の皆様、クラブ会
報委員会鈴木隆保委員長と委員の皆様、広報・公共イメー
ジ向上委員会松井委員長と委員の皆様、戦略計画委員会
水谷委員長と委員の皆様、プログラム委員会は宮田委員
長を中心に委員の皆様、毎回楽しく勉強になります卓話
ご用意いただき、ありがとうございました。親睦活動委
員会は松宮委員長を中心に委員の皆様、毎例会の発表、
ユカタ、クリスマス家族会、春の家族バス旅行と。本当
に楽しい親睦でした。ありがとうございました、ロータ
リー財団委員会鳥山委員長と委員の皆様・ロータリー米
山記念奨学委員会武居委員長と委員の皆様、報告があり
ましたが会員の皆様方のご協力により財団・米山ともに
地区からの要請をクリアできました、ありがとうござい
ました。国際奉仕委員会は青木委員長を中心に委員の皆
様、小菅村プロジェクト、モンゴル親善訪問、もちつき
大会と、ありがとうございました。社会奉仕委員会は愼
委員長を中心に委員の皆様、西日本豪雨災害募金に始ま
り、みなっち杯えきでん、おみせサンタ、リラの家芝桜
植え替え奉仕とありごとうございました。青少年奉仕委
員会は川崎委員長を中心にインターアクト渡邊洋子委員
長・ローターアクト坪井委員長・ロータリー青少年交換
伊藤雄一郎委員長とそれぞれの委員会の皆様、今回、横
浜南ローターアクトクラブはビジター数・会員増強数・
出席率の 3 部門中 2 部門でトップ通過の栄誉に預かり、
また東田君・カミーユさん交換学生二人は無事に終了式
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をすませ、ローテックスとして帰国し、離日いたします、
ありがとうございました。職業奉仕委員会は田島委員長
を中心に委員の皆様、施設見学会を実施していただきま
した、ありごとうございました。会員増強委員会萩生田
委員長、会員選考委員会平野委員長、委員の皆様、今年
度小野会員・里見会員・島会員と新会員 3 名、増やして
いただきましてありがとうございました、ただ私がいた
りませんで、4 名の退会者を出してしまいました、とて
も残念です、これから里見会員に会計をお世話になりま
す、よろしくお願いいたします。またいつも必ず、そば
にいていただきました、武内副会長、クラブ奉仕委員会
委員長としてクラブ内外での行動をご担当いただきまし
てありがとうございました、また、振り返りますと、陰
に日向にご尽力いただきました青柳幹事、ありごとうご
ざいました、お二人にはいつも相談にのっていただき、
ご指導いただき、勉強させていただきました。ここから
は私にとりまして、2 度とあるまいと思っておりました、
歴史と伝統に磨き抜かれた、身に余る舞台に立たせてい
ただき、ひとさし舞わせていただきました。とても行き
届きませんでした。
最後になります。クラブの役員・理事・会員の皆様、
鈴木事務局、橋本先生、ホテル関係者の皆様、関係会社
様の方々に、感謝をいたします。報告を終わります。一
年間ほんとうに、ありがとうございました。

◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
副会長挨拶

幹事挨拶

幹事 青柳 隆之
今年度幹事を一年間務
めさせていただきまし
た、青柳です。
公約の中で「どんな事
があっても一年間笑顔で
過ごす。
」とお話をしま
した。途中色々な壁にぶ
ち当たり笑顔でいるの
が、苦痛になった時期もあります。そんな時に角井会長
が一生懸命頑張っている姿、いつも怖かった武内副会長
笑顔で、ねぎらいの言葉をかけていただきました。その
おかげで、自分も負けないで任務を全うすることができ
ました。
角井会長、武内副会長、本当にお世話になりありがと
うございました。
会員の皆様には、コミュケーション不足もあり反省点
も多々ありますが、沢山温かい叱咤激励のお言葉をいた
だき、沢山勉強させていただきました。本当のありがと
うございました。
最後になりますが、幹事は裏方で大変な役だと思いま
す。藤田次年度幹事も負けないで頑張って欲しいと思い
ます。

≪次年度会長引き継ぎ式≫

副会長 武内 俊郎
副会長の武内です退任
の挨拶をさせて頂きま
す。
先程、会長からクラブ
奉仕担当の委員会の報告
もありましたが、各委員
会の委員長、委員、会員
の皆様のおかげで、滞り
なく終えることが出来ました。
クラブ奉仕委員会は、担当理事として各委員会が活発
な委員会活動を行なえる様サポートすることと、秋季・
春季の情報集会を、会場委員会と連携をとりながら開催
する事にあります。
今期は春・秋
１．今後のクラブの活性化
２．南クラブをより楽しいクラブにするには
の同じテーマで会場委員会がメンバー構成をしていただ
いた 4 グループで開催しました。
様々な意見がでましたが、これらの意見が今後どの様
にクラブに取り入れていくかと言うことが重要でありま
す。
会員皆様のご協力のお陰で年度を無事に終えることが
できました角井会長、青柳幹事お疲れさまでした

角井幸一会長より鈴木康昭次年度会長へ

≪乾杯≫

≪スマイルレポート≫

関野

敬博会員

白川正孝様：皆さん白川です。お久しぶりです。昨年末
突然退会し、角井会長始め、三役の皆様、ごめいわく
かけ申し訳ありませんでした。角井会長始め役員の皆
様一年間おつかれさまでした。新・鈴木会長一年間ク
ラブ運営よろしくお願いします。本日は、会員の皆様
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と旧交を温ためたく参上しました。
下山清隆様（横浜南陵 RC）: 角井会長始め三役の皆様一
年間お世話になりました。
栁沼芳光様（横浜瀬谷 RC 2019-20 年度第 5 グループガ
バナー補佐）
：皆さんこんばんは、本日は就任前のご
挨拶にまいりました。次年度ガバナー補佐を務めさせ
ていただきますので、一年間よろしくお願い致します。
会長 髙田哲二様・副会長 渡辺貴浩様・幹事 米谷進一様
（横浜南陵 RC）: 角井会長、竹内副会長、青柳幹事、
一年間本当にお疲れ様でございました。そしてお世話
になりました。また、横浜南ロータリークラブの会員
の皆様におかれましては、本日最終例会を迎えられま
したこと、誠にお目出とうございます。
次年度会長 岡本恭幸様・次年度副会長 三森康伸様・次
年度幹事 福羅博行様（横浜南陵 RC）: 今年度 3 役の
皆様おつかれ様でした。次年度 3 役の皆様宜しくお願
い致します。
会長 片山宥那様・会計 傅嘉巍様（横浜南 RAC）：角井
会長、一年間おつかれさまでした！！！！ 2018-2019
年度、1 年間お世話になり、ありがとうございました。
横浜南 RC の皆様のおかげさまで、私たち横浜南 RAC
は日々活動できています。次年度もどうぞよろしくお
願いいたします。
角井幸一会長・武内俊郎副会長・青柳隆之幹事：いよい
よ最終例会となりました。一年間ご協力ありがとうご
ざいました。各委員の委員長様、お疲れ様でした。
石田健二会員：角井会長以下、今年度役員の皆様、一年
間お疲れ様でした。
秋山豊会員：最終例会を無事に迎えることが出来ました。
皆様に感謝致します。
北島達也会員：いよいよ最終例会、角井会長年度無事着
岸おめでとうございます。
小原淳会員：角井年度、三役並びに各委員長の皆さん、
一年間ありがとうございました。
蒲隆夫会員：角井会長、竹内副会長、青柳幹事、1 年間
お疲れ様でした。すばらしい 1 年でした。
平野忠弘会員：三役の皆さん、そして各委員長さん、大
変御苦労様でした。ただ、ただ感謝！！
松宮宏行会員：角井会長、三役の皆様、一年間本当に御
苦労様でした。今夜は存分にあばれて下さい。
武居正則会員：角井会長、武内副会長、青柳幹事、最終
例会おめでとうございます。
水谷透会員：角井会長、一年間お疲れ様でした。役員、
委員長の皆様ありがとうございました。
川﨑智晴会員：角井会長には、「はやぶさ 2」より遠大
な旅を無事に終わられた事おめでとうございます。青
柳幹事には「ぼくの角井さん」を守ってくれてありが
とう。ついでに武内さんもありがとう。
宮田彰久会員：角井会長、武内副会長、青柳幹事、1 年
間お疲れ様でした。オリンピックチケットゲットした
ので、次は聖火ランナーゲットします。
岸厚子会員：角井会長お疲れ様でした。
関野敬博会員：角井会長さん、武内副会長さん、青柳幹
事さん、そして各委員会の委員長さん、一年間素晴ら

しい運営、クラブ行事を行いましてありがとうござい
ました。今後とも宜しくお願い致します。
鈴木康昭会員：角井会長、武内副会長、青柳幹事、1 年
間おつかれさまでした。
渡邉義隆会員：角井年度、3 役、各委員長、1 年間おつ
かれ様でした。
藤田伸哉会員：角井会長、武内副会長、青柳幹事、1 年
間ご苦労様でした。早く 1 年終わって「ご苦労様」の
言葉を頂きたいです。それじゃダメじゃん。
青木理会員：角井会長おつかれ様でした。
槇俊徳会員：角井会長、武内副会長、青柳幹事、おつか
れ様でした！！
美松寛昭会員：角井会長、武内副会長、青柳幹事、各委
員長の皆様、1 年間本当にお疲れ様でした。そしてあ
りがとうございました。これからは有意義な余生をお
過ごし下さい。
渡邉洋子会員：角井会長、三役の皆様、一年間ありがと
うございました。
福本学会員：角井会長、青柳幹事、武内副会長、1 年間
おつかれさまでした。
下村高司会員：角井会長 1 年間ありがとうございました！
白川さんお久しぶりです、うれしいです。坪居さんより、
みなさんへよろしくお伝え下さいとのことです。
田村清会員：おくれてスミマセン
小野哲会員：現三役の皆様、一年間お疲れ様でした。新
三役の皆様、次年度よろしくお願いいたします。
里見均会員：本日は仕事の都合ですみません。次年度よ
ろしくお願い致します。
髙橋常男会員：スマイルに協力して。お疲れさまでした。
また、宜しくおねがいします！
萩生田義久会員：スマイルに協力して。
鈴木隆保会員：スマイルに協力して。
島太郎会員：スマイルに協力して。
宍戸留美会員：スマイルに協力して。
松井俊彦会員：スマイルに協力して。
本日のスマイル

45 件

（今月の会報担当

≪お疲れ様でした≫

伊藤友彦）

2018-19 年度 角井幸一会長、武内俊郎副会長、
青柳隆之幹事、大変お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
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