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友添辰哉 氏

会員 (７月22日)
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舘野会計より報告がなされた
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西山新世代育成委員長より30,000円協賛
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国際委員会にて前向きに進める
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・IM 決算の件

……全会員へ配布

・新子安看板の件……見積書を取って再検討


◎次週７月27日はクラブ協議会を開催致します｡ 出席義務者の方に
は案内を FAX 済です｡
出欠席の連絡がまだの方は事務局まで返信の FAX をお願い致し
ます｡
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平成19年７月13日 (金) 例会終了後
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◎本日､

ガバナー補佐慰労会

がございます｡ 出席者の方は時間

厳守にてお願い致します｡
場所

茘香尊酒家

時間

高橋忠生様の卓話

がございます｡

平成19年８月15日(水)

4/

16日に次女 (東京女子医大５年生) が順天堂医大の研

5678/

第2590地区は､ 76,149,463円､ １人当り平均寄付額は28,351円で､

移動例会

箱根宮ノ下 ｢武蔵野別館｣

点

鐘

17：00

9

横浜南陵ロータリークラブ
８月16日(木)

点

鐘

12：30

ここの処､ 公私多忙で､ 議会合に参加出来ず失礼しま

1<=/

休会

山本先生､ ガバナー補佐

大変お疲れ様でした｡ 慰労

会用事があり出席できません｡ お許し下さい｡
>?@A/

増強委員会の皆様､ 一年間よろしくお願い致します｡

須永さん､ 先週は代理出席ありがとうございました｡

夜間移動例会

BCDEF/

｢おし花レストランホワイトガーデン｣
点

８月14日(火)

:;/

す｡ 永井さん､ お世話になりました｡
通常例会

横浜田園ロータリークラブ
平成19年７月31日(火)

12年連続首位になりました｡ ご協力に感謝申し上げます｡ 尚､ 当ク
ラブ１人当り平均は28,487円です｡

８月11日(土) ⇒ 休会

平成19年７月26日(木)

①岩澤会員旅行中は大変お世話になりました｡

②斉藤ガバナー年度全国米山寄付金合計は､ 1,451,580,329円でした｡

平成19年７月28日(土) ⇒ ７月29日(日)

鐘

①永井隆俊さん､ 無事のご帰国おめでとうございま

す｡ 結構な御土産をありがとうございました｡

18：30

②布施さん､ 先週は突然お呼び立てし､ 遅くまでお付き合いいただ

休会

き､ おまけに御馳走にまでなり､ ありがとうございました｡ 気分良

横浜東ロータリークラブ

く些か飲み過ぎてしまいました｡

平成19年８月３日(金) ⇒ 移動夜間例会
場

お誕生日祝いをありがとうございます｡ そろそろお誕

生日が嬉しくなくなってきました｡

るからです｡
休会

横浜南ロータリークラブ

会

SAA

修医と学生結婚しました｡ 理由は11月半ばに私が Grand PA にな

横浜旭ロータリークラブ

所

正憲

生まれて半世紀になります｡ やっと大人の仲間入りで

0123/
1

◎例会変更のお知らせ

場

山田

す｡

トジャパン) にて日産自動車㈱取締役副会長

場



,-./

18時〜

◎平成19年 7 月30日 (月)､ 神奈川 Ｒ.Ｃ 例会場 (ホテルキャメロッ

会



レストラン ｢ビアポート｣

点

鐘

18：30

８月17日(金) ⇒ 休会



/

昨日は河野さん､ 山崎さんお疲れ様でした｡ 河野さん

大変お世話になりました｡
G*HIJ/

先週は入会して始めて例会をお休みしました｡ メー

キャップは済ませてあります｡



 
平成19年７月17日 (火)､ ホテルキャメロットジャパンにて ｢地
区 R 情報・広報・IT セミナー｣ が開催されました｡

$5

K/

天気が久しぶりの晴れ間となりました｡

L

M/

山本ガバナー補佐の慰労会出席できません｡ 一年お疲

れ様でした｡
vwfxy

 
 
米山学友会の張蕾さんが ｢第 6 回世界翻訳コンクール｣ にて中国
語分野の応募者119名のなかから 4 位の奨励賞に選ばれました｡
 
 
７月 14 日 (土)､ ロータリーアクトクラブの合同例会が鶴見会館
で行われました｡
７月19日 (木)､ フェリス女学院に依頼した英訳絵本が完成し14
冊を受領しました｡
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前年度に開催した IM 決算報告
'( 
)* +
竹山・友添新会員の歓迎会および懇親会を下記のとおり開催しま
す｡
平成19年 7 月27日 (金)
午後 6 時より
魚河し料理−百萬石 (中区花咲町1−30−2 電話045−241−0965)
会費 8,000円 (当日徴収させていただきます)
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今年度職業分類委員会委員長をおおせつかりました川邉でござい
ます｡
委員会メンバーは､ 副委員長に矢野会員､ 委員に長谷川会員､ 白

井会員､ 渡邉前幹事の５名です｡
今年度の会長のクラブ指標に基づき､ 未充填職業分類を整理・把
握して､ 未充填の会員増強に役立てる様にすると共に､ 会員増強委
員会､ 会員選考委員会､ ロータリー情報委員会等と連携を密にして
職業分類の開放に努め会員増強の一助となる努力しますので､ 今後
一年間会員皆様のご協力をよろしくお願い致します｡

す｡ 皆様より頂戴する原稿についてですが､ もし word といったソ
フトで原稿づくりを行われている際は､ 書面ではなくデータとして
事務局宛にメールなどの方法でいただけると幸いです｡ 校正の間違
いや編集の効率化を図るうえで非常に役立ちますので､ 可能な会員
の方につきましてはお願い申し上げます｡












本年度､ クラブ会報委員長を仰せつかりました田口です｡
今年度は､ 吉田会長が ｢自然体で､ ためになる､ 魅力あるロータ
リー｣ というクラブテーマを掲げられましたので､ 副委員長の上阪
哲也会員､ 委員の長井章会員､ 清水勇一会員､ 植田清司会員､ 横溝
亘会員とともに､ この会長指標の実現に向け､ 一丸となってクラブ
会報活動を行って参る所存です｡
先日､ 今後のクラブ会報づくりを学ぶために､ これまでのクラブ
会報を紐解いてみましたところ､ これまで歴代のクラブ会報委員の
大変な苦労と思い入れを感じ取ることができました｡ 昨年を例にと
りましても､ 植田前委員長のご活躍により素晴らしい誌面が出来上
がり､ 今年度においても非常に大きな助けとなっていることは言う
までもございません｡ このように歴代のクラブ会報委員が積み上げ
てきた歴史を少しでも損なわないようにするだけでなく､ ますます
発展した会報づくりに励まなくてはならないことを感じる次第です｡
クラブ会報は､ 例会欠席時などにおける情報の共有を図る重要な
手段であると同時に､ 他クラブや地域への情報の公開などの役割を
持つ重要なコミュニケーションツールの一つですので､ 前年同様､
魅力あるクラブ会報づくりに努めるとともに､ 今年度の特色を出し
た新コーナーもクラブ会報紙面でご紹介して参る所存です｡
そして､ 年度が替わり新しいデザインの誌面になったクラブ会報
を手にとっていただきましたことと存じますが､ 本年度は気分を変
える意味においてロータリークラブの CI に則ったデザインと配色
に変更致しました｡
CI と申しますとコーポレートアイデンディディーやクラブアイ
デンディディーといった意味がございますが､ 本年度はこの誌面が
神奈川東ロータリークラブのアイデンディディーの一つとして会長
指標の一翼を担えればと存じます｡
また､ 吉田会長よりロータリー情報もクラブ会報に載せるように
との意向がございましたので､ 早速ロータリー情報委員会の山田会
員に情報の一部を伺いましたところ､ ｢ロータリーの友｣ に関する
興味深いお話を頂戴致しました｡ ご存知の会員が多いこととは存じ
ますが､ ｢横書き部分は国際ロータリーに関する情報で､ 縦書き部
分は日本ロータリーに関する記述｣ だそうです｡ 私のようなまだ新
しい会員にとっては貴重なお話でありますので､ このような情報を
誌面のスペースを活用して可能な限り掲載して参りたいと考えてお
ります｡
最後になりますが､ クラブ会報委員会よりお願いが一つございま

今年度吉田会長・加藤幹事の下親睦活動委員長を仰せつかりまし
た田でございます｡
田中龍太郎副委員長以下総勢19名で一年間頑張って参ります｡ 歴
代の親睦活動委員長の中でも一番線の細い委員長かと思いますが､
会員の皆様には何卒ご指導の程､ よろしくお願い致します｡
さて今年度の吉田会長のクラブテーマである ｢自然体で､ ために
なる､ 魅力あるロータリー｣ に基づき神奈川東ロータリークラブの
全会員が自然に楽しく例会へ出席出来る為の環境作り｡ 又親睦活動
委員自身も楽しんでロータリーライフを過ごしていただけるような､
その事により是非自分の友人もこのロータリーに推薦したいと思え
るようなクラブで在りたい｡ この活動をとおして皆で楽しい例会を
目指して参ります｡
その為に､ 年６回の懇親会を設定しております｡ 親睦活動委員以
外 (全会員) の出席も OK ですので､ 是非新会員と共に会話をし
ていただきたいと思います｡
・７月27日(金)−新年度懇親会
・９月28日(金)−懇親会
・12月７日(金)−忘年会
・１月18日(金)−新年会
・３月28日(金)−懇親会
・６月20日(金)−ご苦労さん会
又ビジター・ゲストを温かく迎える為の方法を加藤幹事・山田正
憲 SAA とも相談しています｡
年２回の家族会も新しい試みに挑戦してみたいと考えております｡








本年度､ 雑誌委員長を仰せつかりました橋本です｡

副委員長には脇田会員､ 委員には清水会員､ 飯田会員､ 茂木会
員で構成されています｡
また本年度から石川会員が ｢友｣ の常任委員に就任されました｡
委員の方々と､ 石川会員にご協力を賜りながら ｢友｣ が皆様から
より一層親しまれる機関誌になるよう努力する所存でございます｡
一年間どうぞよろしくお願い申し上げます｡






今年度､ 会員選考委員長を仰せつかりました月山です｡
副委員長に石川正三会員､ 委員に白井恒夫会員､ 鈴鹿市郎会員と
先輩方４名で構成されております｡
当委員会は､ 会員らに推薦された全ての者を個人的な面から検討
してその人格職業上及び社会的地位並びに一般的な適格性を調査し､
会員の資格条件を十分履行してもらえるか特に今年度､ 吉田会長の
テーマ ｢自然体で､ ためになる､ 魅力あるロータリー｣ を理解して
もらえるか､ 又､ 会員の業務と特典を理解してもらえるかを検討し､
そして全ての申し込みに対する委員会の決定を理事会に報告致しま
す｡
会員選考委員会は選考にあたり次項の点を基準と致します｡
①会社､ 職業上の問題はないか
②人格や業界の評判に問題はないか
③財政的に問題はないか
④例会などの出席義務に問題はないか
⑤停年のないロータリーにおいて､ 続けていけるかどうか
以上の選考基準を考慮し､ 会員増強・職業分類委員会なおかつロー
タリー情報委員会とも連携を図り､ スムーズな運営を心掛けます｡
幸い､ 新年度スタートより新会員､ 赤堀さんの紹介により友添辰
哉さんの審査を行い適切と認め､ 理事会に報告致しました｡
何はともあれ､ 増強なくして選考委員会は存在しません｡ 増強委
員会中心とし全会員にて増強を計り､ 会員選考委員会の仕事が多く
出来ます事を願っております｡
今年度一年間､ よろしくお願い致します｡








本年度､ 会員増強委員会委員長を担当させていただく事になりま
した雨宮です｡
委員長の私は社交性に乏しく､ 交友関係もごく一部の職域の方に

ご協力のほど､ よろしくお願い申し上げます｡
本年度の会員増強目標は ｢純増１名｣ ですが､ やむをえぬ事情に
より退会する会員も出ると想定されますので､ 現実的には ｢５名以
上の入会｣ を目標にして活動していきたいと考えております｡
昨年度の ｢増強委員長｣ である天野会員は､ 新会員を発掘､ 勧誘
するための大変素晴らしい､ パンフレットや､ 様々な資料を作成な
さいましたが､ それを活用させていただき､ 会員増強に役立てさせ
ていただきたいと思っております｡
また､ 会員選考や職業分類などの関連委員会とも連携を取り合い､
増強に取り組んでいく所存でございます｡
地区協議会の ｢増強部会｣ で､ 地区増強担当者がお話ししていた
事で記憶に強く残っていることが２つほどございますので､ ご報告
致したいと思います｡
一つは
◆ ｢会員が増えているクラブは女性会員が増えているクラブである｣
という分析結果でございます｡
我がクラブでもその分析結果を尊重し､ 当クラブの女性会員にも
ご協力をいただき､ ｢女性会員を積極的に増強していけたら｣ と
計画しております｡
もう一つ記憶に残っているのは
◆ガバナー経験者のご発言でしたが､ ｢会員の質か量かについて議
論するのは的はずれである｡ 入会してからロータリアンとして成
長して貰えばよいし､ またそのために会員は協力し努力するべき
である｡｣ というお言葉です｡
入会対象者が ｢ロータリアンとしての資質を備えているかどうか｣
は､ 誰にも､ まして私のような若輩会員にはもちろん分かりませ
ん｡ ロータリークラブがどの様な理念に基づいて創設され､ どの
様な活動を行っているか､ パンフレットに目を通し､ 説明をお聞
きいただいて ｢よし､ ロータリーに入って見よう｣ と思われた方､
また思っていそうな方には出来る限り早急に､ 会員選考委員会に
連絡を取って､ 入会手続きまでこぎつけていきたいと考えており
ます｡
以上会員増強委員長として､ 活動方針についてご説明させていた
だきました｡
一年間､ ご協力の程よろしくお願い申し上げます｡


山田富雄会員のメールアドレスが変更になりました｡
Koko-y@krf.biglobe.ne.jp

限られておりますが､ それを補っていただける様に､ 顔が広く大変



社交性に富んだ会員の方々に委員に就任していただいております｡
ご紹介致しますと､ 副委員長には須永会員､ 委員には川邉会員､ 鴻
会員､ 伊澤会員という顔ぶれです｡ 強力な委員の皆様にご教授をい
ただきながら一年間頑張っていきたいと考えておりますので､ 皆様
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