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95.12％

本日出席数

39（35）名

6／20分修正出席率

86.84％

ゲスト： 下山
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１. 点
２. 合

あまた賑わう 鎌倉道
久良岐の里の 栄えある職場
高めあう 我等の生業
おお ロータリアン 横浜南

内から外へ 遠き国へ
届く南の 暖かき風
励み合う 友の輝き
おお ロータリアン 横浜南

2020 年 7 月 11 日（土）

清隆

様

（第５グループガバナー補佐

横浜南陵 RC）

◎今週メークアップへ行った会員
７／１
		

横浜南陵ロータリークラブ初例会
（槇・岸・青木・宮田

≪会長報告≫

各会員）

槇

俊徳

会長

１．７／１（水）に横浜港南 RC の新年度初例会に、岸
副会長、青木幹事、宮田会員と私でいってまいりま
した。
２．懸案となっていた 60 周年記念特別委員会委員会構
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成のお知らせです。
委員長：平野 忠弘会員、副委員長：蒲 隆夫会員、

≪卓話≫
クラブ会長指標とクラブ活動計画概要

副委員長：武居 正則会員、幹事：宮田 彰久会員と

会長

槇

俊徳

なります。本来 2018-19 年度から発足する予定でし
たが、諸事情により、発足が遅れたことを会員の皆
様には、お詫び申し上げます。全員一丸となって取
り組む事業になりますので、会員の皆様、ご協力お
願い致します。なお、60 周年記念特別委員会内の
細かい委員構成につきましては、後程、平野会員、
蒲会員、武居会員、宮田会員の方で詰めさせていた
だき、会員皆様にご協力いただく形になりますので、
委員のご指名を受けた際は、ご快諾頂けることをお
願い申し上げます。
０．はじめに

≪幹事報告≫

青木

理

幹事

１．年会費及び年間登録料、前期納入のお願いです。
2020 年度分７月～ 12 月までの会費

クラブ会長指標と活動計画の概要を整理する前に前提
となる根本的な考えを示します。

円と預

まず第一にここ数年 “増強増強” が合言葉のように騒

円及び 60

がれておりますが、残念ながら会員減少に歯止めがか

円を 7 月 31 日ま

かっていないという現実があります。なぜ歯止めがかか

でに納入をお願いします。通帳のお名前が、「会計

らないか理由を考えた時に RC に新たな会員に入会を動

里見 均」となっておりますが、名義変更の処理中で

機づける魅力がないことが根本的な原因であると考えま

すので、今回はこちらの名義でお振込みお願いいた

す。またたとえ、魅力ある活動を実施していてもその内

します。

容を PR できなければ、新たな会員を呼び込むことは出

かり金（出席義務登録料他支援金）
周年積立金

円

合計

２．本日、クラブ委員会活動計画書・会員名簿を配布し
ました。内容の確認をお願いします。

来ません。この考えに基づき、クラブ会長指標を示し、
同クラブ会員の皆様と共に各種委員会の活動計画を立案

３．本日例会前 10 階にて、合唱委員会が開催されました。

し、そして実施したいと考えております。

ご出席いただきました委員の皆様ありがとうござい
ました。

１．クラブ会長指標

４．本日例会後、10 階にて第１回理事会が開催されます。

①魅力あるクラブづくり

役員、理事のご出席をお願いします。

社会・国際・職業奉仕の三大奉仕の奉仕活動の活動

５．７月１日からのロータリー財団レートは、１ドル 107

内容の指針として、“感動を共有できる奉仕活動” を

円となります。

テーマにこれまでの奉仕活動の見直しや新たな奉仕活

６．他クラブより例会変更のご案内が届いております。

動を計画、実行したいと思います。

詳細は事務局までお願いします。

また OneTeam として魅力ある奉仕活動をするに
は、会員同士の親睦も不可欠ですので、会員同士の交

≪委員会報告≫
・ロータリー財団委員会

流の活発化をテーマにしたいと思います。

萩生田

義久

委員長

②クラブ PR の実施

槇俊徳・青木理・石田健二・宮川洋一・萩生田義久・

クラブ活動の PR では、奉仕活動を通して、PR す

髙橋常男、各会員よりご寄付頂きました。

るのはもちろんの事、まずはクラブ内の魅力ある会員
の皆様がすべて PR 素材と考え、会員候補となるお客
様を例会にご招待し、共に卓話を楽しみ、会員の皆様

・米山記念奨学委員会

髙橋

常男

委員長

槇俊徳・青木理・石田健二・宮川洋一・萩生田義久・

の人間性を PR することから始めたいと思います。
③会員増強目標

髙橋常男、各会員よりご寄付頂きました。

上記①②を実施した結果として、数値として現れる
のが会員の増強数となりますが、具体的には、年度開
始から終了までの増強数として、まずは、減員に歯止
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副会長就任挨拶

めをかけ、１割の増強を目標としたいと思います。

副会長

そのためには、会員の皆様が居心地の良いクラブ、例

岸

厚子

会にしたいと思います。
２．活動計画概要
①三大奉仕活動
指針でも示した通り、魅力ある奉仕活動をテーマに
これまでの活動を見直し、伝統あるクラブとして継続
するものは継続し、新たに取り組む活動を各委員会で
一つ以上を目標に計画、実行していきたい。
②会員増強・職業分類・会員選考
会員増強、分類、選考委員会については、例会プロ
グラムや親睦と連携を図り、新たな会員 PR のための

今年度、副会長の岸

活動を実施したい。

よろしくお願いいたします。

厚子です。

③出席・プログラム・合唱・親睦・会場
新規に入会した会員が孤立することなく、継続的か

ご存じのように、前々々年度に私が、会長やらせてい

つ欠席することなく例会参加してもらう工夫を実施し

ただいたときに、槇さんが幹事でした。その年度は、私

たい。プログラムについてもあらかじめ全会員の皆様

が槇さんに幹事をお願いしたのではなく、槇幹事は始め

へお伝えし、お客様を呼べる例会プログラムを工夫し、

に決まっていたのに、後から私が会長に決まったという

その例会時には、なるべく多くのお客様を迎え入れる

異例の年度でした。でもとても楽しい一年間でした。

体制を取りたい。

また、青木幹事とも、地区の青少年奉仕関係の委員会

④クラブ会報・広報 /IT 推進

で数多く一緒に奉仕活動をさせていただいていますの

クラブ活動の内容をタイムリーに外部へ伝えるとと
もに、なるべく多くの露出の機会を検討したい。

で、とても安心できる幹事さんであることは間違えない
と思います。

⑤ロータリー財団・米山

ですから、今年度の三役に、皆様ご期待ください・・・

これまで通り、例会での寄付に加え、マイロータリー

と申し上げたいです。

（Web 経由）で、自分が支援したい事業へも寄付でき
る仕組みがあるため、その仕組みを生かし、個々人が
納得のいく寄付の促進を図りたい。

ひとつ心配なのは、私が会長年度に、たしかインター
アクトの行事で槇さんとどこかご一緒して、それが終

⑥青少年・インターアクト・ローターアクト・青少年交換
未来のリーダー育成のため、これまでの活動を支援

わってから夜間例会があり、ローズホテルに向かって槇
さんの車に乗せていただいていた時…。

する形から、一緒に活動し、感動を共有できる体制と
したい。

高速道路で一瞬、槇さんがアクセルをふかした瞬間に
スピード違反で捕まってしまいました。

⑦ 60 周年記念特別委員会

ですから、今年度は、槇会長がアクセルを全開にしな

次々年度の 60 周年イベントに備え、準備を整えたい。

いよう、陰で操作できればと思いますので、皆様もあおっ
たりすることのない様、お願いいたします。

３．おわりに

また、私が、今年度楽しみにしているのは、横浜南

伝統ある横浜南 RC として、会員の皆様の強い絆をベー

RAC の 50 周年であることです。地区で一番古い RAC

スに世の中の変化に合わせた改革を実施しながらも、伝

です。予定では、12 月 12 日に周年行事を開催するかと

統を損なうことなく、古き良きものはそのままに、新た

思いますので、横浜南 RC としても全面的にバックアッ

に取り入れるべきものは取り入れ、活気と魅力あるクラ

プできればと思います。

ブとしたいと思います。

また、同好会活動も本格的にスタート予定です。
コロナ鍋で奉仕活動を自粛していた分、コロナに気を
付けながらも楽しい槇年度にできればと思いますので、
皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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幹事就任挨拶

な楽しく務めさせ頂こうと思いました。

幹事

青木

理
例会、クラブ行事、委員会活動、スムーズに進められ
る様に頑張ります。
会員の皆様には、何かとお世話になると思います。
槙会長お世話になります。
岸副会長、お世話になります。
事務局の由美さん、橋本先生にもお世話になります。
ローズさんにも通年とは、違う形でもお世話になりま
す。
「幹事～幹事～」とお叱りを受けない様にしっかりと

こんにちは、今年度幹事の職を仰せつかりました青木

職を務めさせて頂きたいと思いますが何か御座いました

です。

らご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
入会させて頂き 10 年、この節目の年に横浜南ロータ

一昨年の秋ごろ槙会長より「ちょっと話が」とお電話
で食事のお誘いを頂きまして

？なんだ？仕事？プライ

リーの幹事と言う職を頂けた事は、これからの 10 年さ
らにその先の 10 年（あるのかな？）に繋がるとても良

ベート？と色々考えていました。
後日青柳会員との会話の中で多分、幹事の件じゃな

い経験をさせて頂きます。
どうぞ一年間槙会長年度を宜しくお願い申し上げます。

い？と聞かされ、えっ！本当に？どうしようかなぁと思
いました。青柳会員何気にキーマン幹事は、何かと仕事
も多くましてやこの横浜南のクラブ運営に携わるなど私

≪乾杯≫

石田

健二会員

には、荷が重すぎると思いましたがお声がけ頂いた時に
は、ロータリアンとしてＮＯは、言えないなとも思い家
族には、もしかしたらクラブ幹事の話があるかもしれな
いのでその時は、宜しくお願いします。と話しました。
数日後槙会長と二人で食事をする席で槙会長が「実は、
次々年度幹事」これくらいのタイミングで「解りました！
お受けさせて頂きます。」と返事。槙会長もあっそう良
かった！と多分 1 分も無かった様な気がします。
その説は、焼き肉ご馳走様でした。次は叙々苑でお願
い致します。

≪スマイルレポート≫
とは言え幹事をお受けしたと言うことは、例会は、休

下山清隆様（第５グループガバナー補佐 横浜南陵 RC）
：

めない事務局に行かないといけないなど何かと仕事に影

槇会長無事スタートおめでとうございます。コロナ対

響するのでは、と思いました。

策でクラブ運営大変だと思いますが一年間ガンバッて
下さい。

しかし逆に今までにない環境で仕事にも影響のない様
に考え行動すると言う新しい発想をさせてくれたのも槙

槇俊徳会長・岸厚子副会長・青木理幹事：第 2590 地区
第５グループガバナー補佐、下山清隆様ようこそお越

会長のお陰です。
皆様仕事沢山下さい。

し下さいました。2020-21 槇会長年度いよいよスター

そんな約 1 年半の準備期間を終えていよいよ槙会長年

トです。会員の皆様理事役員の皆様、各委員会委員長
並びに委員の皆様一年間お世話になります。魅力ある

度がスタート致しました。

クラブを目指して一年間一丸となって頑張って参りま
しょう！宜しくお願い致します。

先週の鈴木会長年度最終例会の時には、来週からかぁ
何かワクワクする感じを覚え、楽しんで幹事が出来る様

石田健二会員：異常気象の続く中での新年度のスタート、

— 34 —

心からエールを送ります。

会長、岸副会長、青木幹事、一年間は長いようで短いし、

秋山豊会員：出席免除会員の中で出席優秀とのことで賞
を戴きました。

短いようで長いです。マイ・ペースで頑張って下さい。
伊藤雄一郎会員：槇年度の船出を祝して！

北島達也会員：初例会まだ引続 567 台風の中スタート。
会長幹事役員の皆さん、御苦労様です。頑張りましょ

新堀史明会員：新年度もよろしくお願い致します。
渡邉洋子会員：槇会長おめでとうございます。槇会長、

う！

岸副会長、青木幹事、一年間よろしくお願いします。

関野敬博会員：槇会長さん、青木幹事さん、岸副会長さ

福本学会員：槇会長、岸副会長、青木幹事、一年間よろ

ん、一年間宜しくお願い致します。素晴らしい年度で
あります様ご祈念申し上げます。

しくお願いします。
松井俊彦会員：槇年度の船出を祝して。

蒲隆夫会員：槇丸の出航をお祝いして。

髙橋常男会員：これまでとは、また違う新たなスタート

鈴木隆保会員：年度初めニコニコに。

を楽しみたいと思います。宜しくお願い致します。

平野忠弘会員：槇年度のスタートを祝い、成功を祈りま

小野哲会員：槇会長、岸副会長、青木幹事、一年間よろ

す。応援団一同。

しくお願い致します。

渡邉義隆会員：槇年度今日からスタートです。一年間頑

篠田育雄会員：入会祝い、誕生日祝い、結婚祝いと入会

張ってください。

直後にたくさんの祝福ありがとうございます。これか

宮川洋一会員：槇俊徳会長年度の門出を祝して。一年間
よろしくお願い致します。

らどうぞよろしくお願いします。
井原裕一会員：槇会長体制での新年度、どうぞよろしく

川﨑智晴会員：①槇会長・岸副会長・青木幹事、一年間
頑張って下さい。②親睦活動委員の皆様一年間よろし

お願いします。
澤田美穂子会員：今日から新年度、槇会長、一年間宜し

くお願い致します。③横浜南 RC 初例会開幕投手は佐
藤さんです。

くお願い致します。
佐藤一明会員：新年度気持ちを新たにして向かいたいと

松宮宏行会員：槇年度の三役・理事・役員の船出を祝し

思います。槇会長、岸副会長、青木幹事、よろしくお

て。槇会長の入会した時が懐かしく思います。

願い致します。

鈴木康昭会員：槇年度の船出、おめでとうございます。

宍戸留美会員：本年度もどうぞよろしくお願い致します。

水谷透会員：槇会長、皆で涙が出る奉仕活動をしましょ

髙作義明会員：スマイルに協力して。

う！一年間宜しくお願いします。

小原淳会員：スマイルに協力して。

宮田彰久会員：槇会長、岸副会長、青木幹事一年間宜し

小野澤寿一会員：スマイルに協力して。

くお願いします。
武居正則会員：槇新年度会長の初例会をお祝い致します。

本日のスマイル

38 件

角井幸一会員：槇会長、岸副会長、青木幹事、理事の皆
様、初例会を祝して一年間よろしくお願い致します。

（今月の会報担当

小野澤寿一）

萩生田義久会員：槇年度祝して。
青柳隆之会員：槇会長、岸副会長、青木幹事、一年間宜
しくお願いします。

◎スマイルリクエスト
槇

藤田伸哉会員：一年振りの会員席。やはり私にはこちら

会員

「TOMORROW」岡本真夜

の席が座り心地はいいです。なんと言っても幹事報告
を気にしないでゆったりと食事ができますからね。槇

俊徳

涙の数だけ強くなれるという歌詞が気に入っていま
す。今年度の横浜南 RC の応援歌にしたいと思います。
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第１回 理 事 会

会議事録
2020 年７月４日

議案及び決議事項
１．次年度理事会（第 1 回～第 5 回）承認の件
原案通り承認。
２．8 月例会プログラムの件
原案通り承認。
３．ゆかたミーティング開催の件（親睦活動）
開催中止で承認。
４．ローズホテルお中元の件（前年度

円）

原案通り承認。
５．
「ためになる魅力あるロータリーセミナー」開催の件
原案通り承認。
６．その他
・事務局ＰＣ入替の件 承認。
・地区フェイスシールド 120 枚は南区内保育園に寄付。
・次週より円卓６名掛けに変更。
・９月よりソーシャルディスタンス対策経費の関係上
会場費 +

×

＝

円と夜間例会会費

・萩生田義久会員申請の同好会「談笑会」の件

２０２０年８月
日

1

１

2

8

川口翔太君の帰国報告

3

15

特別休会

例会プログラム予定表

大人のおもちゃ箱・懐かしの松竹
大船撮影所

スピーカー
元撮影監督

嘉久

翔太

様

君

紹介者

備考

小野哲会員

３階

渡邊洋子会員

３階

伊藤雄一郎会員

３階

神奈川よろず支援拠点

無料経営相談口
神奈川よろず支援拠点の取組紹介

中橋

川口

中小企業庁管轄
22

承認。

テーマ

週

4

円に変更の件 承認。

チーフコーデイネイター
森

智亮（モリ トシアキ）様

「ロータリーの理想と友愛」
5

29

（ポール・ハリス著 米山梅吉訳）

蒲

について
— 6 —

隆夫

会員

３階

