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◎伊澤政宏会員が米山功労者になられました｡ 感謝状が届いており

+,- 山本先生､ 家内がお世話になりありがとうございます｡
. / 先日は､ 田中栄さん､ 脇田さん､ 澁谷さん､ 山本先生､

ますので贈呈します｡
◎11月17日(土)・18日(日)に行われる地区大会の第２回実行委員会
が開催されました｡

江森さん､ 長井さん､ 森永さん､ ご多忙の中ロイヤルにお付き合い
下さいまして誠にありがとうございました｡ お陰様で翌日､ ハブラ

◎地区大会記念チャリティ社交ダンスパーティーが９月28日(金)に
新横浜国際ホテル南館２Fクイーンズホールにて開催されます｡
◎地区大会記念ゴルフ大会が10月22日(月)に磯子カントリーで開催
されます｡
◎地区大会記念囲碁大会が11月４日(日)宇宙棋院にて開催されます｡
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シも持てませんでした ！
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暑い毎日が続きます｡ 皆様お体ご自愛下さい｡ 布施

さん火曜日は突然お呼びだてしてすみませんでした｡
4#56

２〜３日で梅雨明けですかね｡

789:

蒸暑くなってまいりました｡ これからが夏本番､ 健康

で夏を乗り切りましょう｡
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◎本日､ 例会終了後､ ５ＦジュビリーⅢにてクラブ協議会を開催致
します｡
◎本日､

色々ありがとうございました｡
&=

新会員歓迎会

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

< 暑中御見舞申し上げます｡ 先日は古川さん､ 横山さん､

魚がし料理

>

赤堀さんヒゲがなくなり､ カッコよくなりましたよ｡
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友添さん､ 入会おめでとうございます｡ これからロー

タリーライフを満喫して下さい｡
百萬石

時間

18時〜
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規定審議会について別紙のとおりご報告申し上げます｡
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前年度の年次報告を作成しております｡ 前年度の理事・役員・委
員長さんで原稿をまだご提出されていない方には､ 原稿の提出をお
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急ぎ下さいます様､ よろしくお願い致します｡





青柳

GH
RS

IIJ

H

紀

委員

KLMNOPQJ

TLJ

KLLNOUQJ

RSV

WMX
WUY

Z[\

]J

^_

]J

`a)b

McX
PTY

d`a)b

MPX
MeY



山田

正憲

SAA



本日お世話になります｡



MM ロータリーの杉浦様ようこそいらっしゃいまし

本年度プログラム委員長を仰せつかりました植田でございます｡

①友添さん入会おめでとうございます｡ これからもよ

江森会員､ 高田会員､ 飯田之会員､ と頼りになるメンバーに恵ま

プログラム委員の構成は､ 副委員長に石川会員､ 委員に我妻会員､

た｡




ろしくお願い致します｡
②雨宮先生､ 昨日はお疲れ様でした｡
!"

友添さん入会おめでとうございます｡ これからもよろ

しくお願いします｡
#

$

友添さん､ 入会おめでとうございます｡ ロータリーラ

れまして､ 順調にスタートしています｡
今期は､ 吉田会長の ｢自然体で､ ためになる､ 魅力あるロータリー｣
を基本に､ 有意義な､ 楽しい卓話をこの一年のスケジュールに組み
込んでいきたいと思います｡
いくつかの､

シリーズ

ものを予定します｡

イフを楽しみましょう！

①

ミナト横浜を知るシリーズ

%&

②

ニュースの裏表シリーズ

③

アジアの動向を探るシリーズ

④

メダリスト・シリーズ

'

友添さん本日はご入会おめでとうございます｡ 楽しく

長いクラブライフを一緒に過ごしてまいりましょう｡


過日､ G 補佐慰労会過分なるご配慮に感謝申し上げ

など､ これらのシリーズにふさわしい卓話者の選考等､ 皆様のご協

ます｡
&()*
でした｡

……北京オリンピックに向けて

山本登ガバナー補佐の慰労会に出席出来ずすいません

力をお願いして､ 進めていきたいと思います｡
また､ 広報委員会､ IT 推進委員会とも連携し､ 近隣クラブの皆

様にも卓話の予定等､ 情報提供して多くの方々にメーキャップ､ ご
来会いただけますよう考えていきたいと思います｡
今年一年皆様のご期待に添えるよう頑張りますので､ よろしくお
願い致します｡

当委員会は５名で構成され､ 副委員長に大西弘文会員､ 委員には
３期目の田邊正彦会員､ ベテランの山田富雄会員､ そして吉橋左千
男会員がおられます｡
地区協議会ではロータリー情報・広報・IT (R-Information､
Public Relation､ Information Technology) 部門として一括でお







話がありましたが､ 私は職業奉仕部門のサブリーダーとしてのお役
目があり参加が出来ませんでした｡ この時の内容は ｢地区協議会報
告書｣ に記載されておりますので是非ともご参照下さい｡
また７月17日(火)には ｢地区Ｒ情報・広報・IT セミナー｣ が開
催されましたが､ 先週の例会で伊澤会員(IT 委員会副委員長)から
その概略をご報告いただきました｡ ｢規定審議会

決定報告｣ に関

しましては､ 当クラブとして関連の深い部分を選んで逐次例会にて
ご報告させていただく予定です｡
さて当クラブにおいて ｢広報委員会｣ は専ら対外的な活動を目的
とし､ ｢Ｒ情報委員会｣ は専ら対内的な活動､ とりわけ新会員を中
心に比較的新しい会員への情報提供・教育が主たる役割となってお
りました｡ 然しながらロータリーの諸活動は実に多岐に亘り､ その
今年度広報委員長を仰せつかりました横溝です｡ よろしくお願い
致します｡
まずは今年度の広報委員のご紹介をさせていただきます｡
副委員長には伊藤会員・委員には山木 PP､ 澁谷会員､ 横山会員
と実力派のメンバーをお選びいただけましたので､ とっても心強く

内容・趣旨・運用方法も年々変化しており､ たとえ古参のベテラン
会員であっても全てに精通する事は困難であると思われます｡
この様な観点から本年度の当委員会の活動は以下の様に計画させ
ていただきます｡
《入会候補者に対して》は､ 過去に当クラブで作成した入会候補
者 (勧誘) 用の諸資料を活用し必要があれば適宜改定して､ R.C の

思っております｡
さて今年度吉田会長のクラブテーマ ｢自然体で､ ためになる､ 魅
力あるロータリー｣ を実践する各委員会と連携を図り､ その活動を
積極的にアピールすることに努め､ 常に最新の情報が地域社会に伝

諸活動､ 更にはロータリーそのものに興味を持っていただき､ ｢ R.C
会員の特典と責務｣ に関して十分に理解が得られる様に情報を提供
致します｡
《新会員に対して》は､ 入会後比較的早期に ｢オリエンテーショ

わるよう活動して参ります｡
特に IT 推進委員会とは､ より多くの情報を全ての会員が共有で
きるようホームページの活用を協力し推進してまいります｡

ン｣ の機会を設けロータリーに関する基礎的な事柄が理解出来る様
に諸情報を提供し､ また新会員のみならず､ 比較的入会年度の新し

また､ 今年度のプログラム委員会ではさらなる卓話の充実を図り､

い ｢３年未満の会員｣ を対象として､ 各プログラムの理解を深めて

企画しておりますので､ ホームページにおける卓話紹介の充実も図

いただき､ 諸活動への積極的な参加が得られる様に､ 各委員会と協

りたいと思っております｡

力して機会を作り情報を提供して参ります｡

最後に､ 私どもの奉仕活動が一人でも多くの方々に伝わるよう努
力して参りますので､ 皆様のご協力をお願い致します｡

《一般の会員に対して》は､ RI から発せられる様々な情報の中
から､ 比較的重要と思われる諸情報に関して様々な機会を捉えて情
報を提供し､ また関連の各委員会と連携して当該委員会に関する最









新の情報を提供し､ 会員に周知をして参ります｡ 更にこれら各情報
の入手方法もご紹介させていただく予定であります｡ 例会での｢３
分間スピーチ｣､ 会報での ｢ロータリーミニ情報｣ などに加えて､
当クラブの HP への地区情報提供も広報・IT 委員会と協議し､ 充
実を図って参る予定であります｡
関連各委員会そして会員の皆様方のご協力をお願い致します｡









IT 推進委員長にご指名いただきました､ 長井です｡ 副委員長に
は伊澤会員｡ 委員には､ 長谷川会員､ 中村会員､ 鈴鹿会員という構
成で事実上､ 二人きりの委員会です｡
本年度 IT 推進委員会では､ ｢自然体で､ ためになる､ 魅力ある｣
ロータリーライフを円滑に実践する手助けの為､ 主としてパソコン
今年度ロータリー情報委員長を仰せつかりました山本でございま
す｡

による IT (Information Technology) を活用し､ 会員間のコミュ
ニケーションをより円滑に出来るよう働きかけて参ります｡

文化交流プログラムは､ 研究グループ交換です｡ 文化と職業のま
たとない交流の場を提供しています｡
当プログラムの財源は､ 世界中のロータリアンからの任意の寄付
によって支えられてきています｡ ｢よりよい世界｣ という財団と共
通の夢を抱く皆様の財団への財政的な支援が不可欠であります｡
本年度も当委員会は以下の目標達成のため努力をする所存であり
ます｡
・会員一人当たり 120 ドル以上の寄付
・ベネファクターは２名を目標とする
本年も会員皆様にはロータリー財団への寄付に対し､ 深いご理解
とご協力をよろしくお願い申し上げます｡
①クラブ内連絡網の整備､ 構築
②会員専用 HP のタイムリーな更新







③新たな会員用コンテンツの模索
以上３項目を､ 重点目標に活動して参ります｡
また､ 会員全体が E-mail が使えるようになるよう､ 永井隆俊前
委員長が始められたパソコン教室も引き続き開催していきたいと考
えておりますので､ 皆様ぜひご参加下さいますようお願い申し上げ
ます｡
以上､ 力不足ではありますが一年間頑張って参ります｡ 会員皆様
のご指導､ ご支援をお願い致しまして新年度のご挨拶とさせていた
だきます｡



本年度吉田会長より米山奨学委員長を仰せつかりました横山です｡
一年間よろしくお願い致します｡ 副委員長にはパスト会長の飯田
会員､ 委員には同じくパスト会長の青柳会員､ 紅一点の橋本会員､
パスト幹事の山田富雄会員の５名で構成されています｡ (財)米山奨
学会は既に皆様ご承知のように日本全国のロータリアンの寄付金を
財源として日本で学ぶ外国人留学生に対して奨学金を支給していま
す｡ 規模と実績共に民間での最大の留学生奨学団体となっています｡
目的として米山奨学事業はロータリーの理想とする国際理解と相互
理解に努め､ 国際親善と交流を深めるために優秀な留学生を支援し
世界平和の創造と維持に貢献することを目的としています｡ 主な事
業としては①奨学金の支給②世話クラブとカウンセラー制度③ロー

今年度ロータリー財団委員長を仰せつかりました盧でございます｡
当委員会のメンバーは､ 副委員長には冨居パスト会長､ 委員には藤
橋会員､ 永井パスト会長､ 我妻会員の強力な布陣で､ 大変心強く思っ
ています｡
ロータリー財団の使命は､ 国際ロータリーが世界理解と平和を達
成する努力を支援することです｡
これらの目標を達成しようという実際の手段が､ 国際規模の人道
的､ 教育的､ 文化交流プログラムです｡
人道的プログラムには同額補助金､ 保健､ 飢餓追放及び人間性尊
重補助金､ ポリオ・プラス・プログラム､ ロータリー・ボランティ
ア補助金などがあります｡
教育的プログラムには開発途上国で奉仕する大学教員のためのロー
タリー補助金､ ロータリー国際親善奨学金があります｡

タリアンと奨学生との交流④国内外での学友会活動となっておりま
す｡ 本年度我がクラブでお世話するのは先に紹介致しました｡ 中国
よりの奨学生横浜国立大学大学院生の許凡 (キョボン) さんです｡
又､ カウンセラーには盧ロータリー財団委員長にお願いしてありま
す｡ 又､ 許凡さんには10月の米山月間に卓話も依頼しておりますの
で､ 会員皆様にはご支援ご協力お願い申し上げます｡ 終わりにガバ
ナー公式訪問が10月５日となっておりますので､ 普通寄付5,000円
以上､ 特別寄付20,000円以上納入いただきます様お願い申し上げ､
委員長挨拶とさせていただきます｡
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