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◎６月度定例理事会報告


◎本日例会終了後クラブ協議会を開催致します｡
場所


伊東

英紀

5F

ジュビリーⅢ

◎次週６月27日は年度末夜間例会です｡

会員 (６月24日)



場所

ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル

点鐘

18時

◎地区ガバナーエレクトより以下の２名に委嘱状が来ておりますの



でお渡しします｡
2008-09年度 社会奉仕委員会

地区副委員長

青柳

紀

会員

米山選考委員会

地区副委員長

伊東

英紀

会員
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財団法人青少年育成協会より岩倉様がお見えになりました｡







山田
!

正憲

SAA

今年度もいろいろお世話になりました｡

会長・幹事が国際大会出席の為､ 代理にてお礼にお伺いしました｡
"#$%&
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お世話になります｡
結婚祝いに素晴らしい花をいただきありがとうござい

ます｡ 脇田さん先日はわざわざ来ていただきありがとうございます｡
古川先生､ 石川様､ 先日はありがとうございます｡
+,-

角田さん､ 竹山さん水曜日には和やかなテーブルミー

ティングありがとうございました｡
./01

神奈川ロータリーの次年度会長浜田様､ 鈴木副会長､

岩岡様ようこそいらっしゃいました｡ 次年度もよろしくお願い致し
ます｡


23

①先日の第２テーブルミーティングマスターの角田さ

ん､ 副マスターの竹山さんご苦労様でした｡ ②(財)横浜市青少年育




成協会の岩倉常務理事をはじめ皆様ようこそ｡




456

新子安駅前の駐輪場に交通安全標語の看板を設置致しました｡

濱田勝様､ ようこそお越しいただきました｡ いつもお

世話になっています｡
78,9 蛍を見る会で何10年ぶりかで蛍を見ました｡ 吉田会長､
西山さんによろしくお伝え下さい｡




｢蛍を見る会｣ 大変楽しく参加させていただきました｡

一年前から下見をした企画のようですが､ 会長､ 幹事､ 親睦委員長
に感謝致します｡




先日､ 蛍の会にご出席の皆様､ お疲れ様でした｡ 又本

日 MC の濱田さん､ 来年度もよろしくお願いします｡ 今晩新会員
の歓迎会を ｢結｣ で６時に行います｡
:;<3

吉田丸も横浜港に入港､ 着岸準備に入りましたね｡ も

う少しです｡ ご苦労様です｡ 先週の

蛍を見る会

大変楽しい時を

過ごすことが出来ました｡ 日頃は家の隣のマンションのベランダで
光るホタルしか見ていませんでしたので本物はきれいでした｡
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先日の ｢ほたる狩り｣ はとても楽しかったです｡ 田

ジャン レイ

米山学友ホームカミング制度で 張 蕾 さんを推薦

委員長はじめお世話いただきありがとうございました｡

米山学友の張蕾さん (1999〜2002年で当クラブがスポンサー) が､

@

A

吉田会長､ 加藤幹事始め理事､ 役員の皆様一年間お疲

海外で活躍する米山学友の里帰り制度である ｢米山学友ホームカミ

れ様でした｡ 来週の夜間移動例会を残すのみとなりましたが､ まだ

ング制度｣ を活用した来日を希望されていました｡ これを受け当ク

何があるかわかりません｡ 最後の最後まで気だけは緩めずに… (財

ラブでは ｢何らかの恩返しがしたい｣ との張蕾女史の申し入れに感

布のひもは緩めても OK)

銘した永井隆俊会員が推薦人となり､ 地区へ申請していましたがこ

BCD 吉田会長､ 加藤幹事､ この一年間アイデアとコンビネー

の度承認を得ることとなりました｡

ションで素晴らしいクラブ造りをしていただきました｡ 心から感謝







申し上げます｡



先日に開催された ｢ほたるの会｣ は､ 67名のご参加をいただきま
した｡

"EFG

①いよいよ年度末ですね｡ 吉田会長､ 加藤幹事をはじ

め理事・役員の皆様ご苦労様でした｡ ②先週のホタルの会も楽しかっ
たですね｡



田中
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委員長
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①東京駅のクツミガキが一挙に700円になりました｡

OPQRSTUN

驚きアキレて､ 自分で磨くことにしました｡ 物価高を実感したひと

OTPRSXUN

駒…｡ ②今週の ｢週報｣ に長谷川敬造さんのことを書きました｡ お
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ヒマな方はお読み下さい｡
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吉田会長､ 加藤幹事一年間本当にご苦労様でした｡ 本

年も素晴らしい年度でございました｡





角田テーブルマスター､ 先日の第２テーブルミーティ

ン RI 会長のテーマ

ロータリーは分かち合いの心

と RI2590 地

ング楽しい時間をありがとうございました｡

区亀ヶ谷ガバナーの地区指標に対応してのクラブ指標を述べさせて



いただきました｡



第２テーブルミーティング出席の皆様､ 大変お世話に

なりました｡




まず地区大会では､ コ・ホストクラブとして大会実行委員会の新
先週一週間､ オランダ､ ベルギー､ ルクセンブルグを

訪問して来ました｡ ヨーロッパの歴史に初めてふれることができ､

世代委員会を担当し､ 河野副会長､ 西山委員長をはじめ多くの会員
の協力により､ 大会を成功に導く役割を果たしました｡

感動致しました｡


次にロータリー財団ならびに米山記念奨学会への寄付も､ 会員皆

風邪をひいてしまいました｡ つらいです｡ 今日は新

入会員歓迎会なのでがんばって出席致します｡




様のご協力により地区の目標をクリアーしました｡ 芦沢委員長なら
びに横山委員長のご苦労に敬意を表します｡

①濱田さんようこそいらっしゃいました｡ 来年頑張っ

会員増強につきましては年度はじめ65名が､ 年度末66名となり純

て下さい｡ ②蛍の会楽しかったです｡ 田親睦委員長､ 吉田会長､

増プラス１名という目標を達成しました｡ 退会３名 (今泉会員､ 鈴

ありがとうございました｡ ③第２テーブルミーティング､ 大変有意

鹿会員､ 長谷川会員)､ ご逝去１名に対して新会員５名という内訳

義な会になりました｡ 角田テーブルマスター､ 竹山サブマスターお

であります｡ この新会員の入会にあたり､ ご尽力いただきました天

疲れ様でした｡

野会員､ 赤堀会員には改めて感謝致します｡ 大変残念でありました
のは第21代会長清水勇一さんがお亡くなりになったことであります｡
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またその後に既に退会された第14代会長長谷川敬造さんがお亡くな

())*+!

りになりましたがお二人のご冥福をお祈り申し上げます｡
地区補助金につきましては江森委員長の並々ならぬご努力により





申請が認められ､ たんまち活動ホームへ会議用テーブルと椅子を寄
贈して支援することができました｡ 併せまして ｢神奈川区３地域合






同地域まつり｣ および新子安駅前の交通標語看板設置での活動に感



謝致します｡
前に述べましたが年度当初に､ 無理をせず

自然体で

活動し､

自分のためになる､ 社会のためになる､ 世の中の人のためになるな
ど

ためになる魅力あるロータリー

になる様に運営していきたい

という考えを会員皆様にお願い致しました｡
そのために毎週ある例会の充実につきまして､ 親睦活動委員会の
田委員長には例会時の受付の当番制の徹底､ ビジターに対しての
温かいお迎えを委員会全員で協調して活動していただきました｡
家族会については年忘れ家族会は ｢大人の為の家族会｣､ 春の２
回の家族会は ｢子供の為の家族会｣ としてメリハリをつけ､ 特に春
には

ディズニーシー

と

夜間家族会・蛍狩り

を行い､ 年忘れ

と春のいずれも大いに盛り上げていただきました｡
SAA の山田会員には指標を明解に理解していただき､ チェック
年度末にあたり一言お礼の挨拶を申し上げます｡

及び指示､ 配慮などについていろいろな方策を考え､ 実施していた

伝統ある神奈川東ロータリークラブの32代目の会長の責務を､ 何

だきました｡

とか大過なく努めることができましたのも､ 一年間を通じ加藤幹事

プログラム委員会の植田委員長には感銘を受ける話､ ためになる

の冷静沈着な判断力ときめこまやかな行動力のお陰と心より感謝申

話､ 勉強になる話など､ 横浜市長中田宏様､ 崎陽軒会長野並豊様､

し上げる次第です｡

時事通信解説委員長田崎史郎様､ 金メダリスト岩崎恭子様ら素晴ら

また理事､ 役員､ 委員長､ 会員皆様に支えていただいた一年間で
ありました｡

クラブからも多くのビジターが拝聴に来ていただける程､ 素晴らし

振り返ってみますと､ 会員皆様方のご期待に充分応えてやってい
けるか不安だらけのスタートでした｡
この様な中､

しい多くのゲストスピーカーに卓話をしていただき､ 地区内の近隣

自然体で､ ためになる､ 魅力あるロータリー

い卓話の時間を設定していただきました｡ この様な卓話者をご紹介
していただいた石川会員､ 我妻会員､ 青柳会員など会員皆様方には

と

いう会長テーマを掲げたのも､ 私自身に対するプレッシャーを少な
くしたいという気持ちがあったからだと思います｡
年度当初に､ 2007年〜2008年度ウィルフリッド J・ウィルキンソ

重ねてお礼申し上げます｡
職業奉仕委員会の飯田委員長には､ 倫理的・道徳的に他の模範と
なれるようなロータリアンの責務を､ 四つのテストの唱和､ 東京ガ
スへの優良職場訪問を通じて､ 私共会員に喚起していただきました｡

ロータリー情報については､ RI からの最新の情報､ ロータリー
ミニ情報など多くの選別された多岐にわたる情報を一年間にわたり
提供していただき､ 理事会の運営､ ロータリーの理解に役立たせて
いただきました｡ 山本委員長には厚くお礼申し上げます｡
出席委員会の田中栄委員長ならびにクラブ会報委員会の田口健太
郎委員長の活動には､ ただただ頭の下がる思いです｡
高出席率をお願いしましたが､ ガバナー訪問日､ ガバナー補佐訪

ました｡ 澁谷会員に感謝致します｡
またこの一年間､ 適切なアドバイスとフォローしていただきまし
た岩澤副会長ありがとうございました｡
最後になりますが､ 次年度の犬飼・古川年度の更なるご活躍を祈
念し､ 会員の皆様のご支援とご協力に感謝申し上げましてお礼の挨
拶とさせていただきます｡
ありがとうございました｡

問日及び年忘れ家族会には出席率100％を達成すると共に､ ９月及
び10月の例会のクラブ出席率も100％達成していただきました｡ 温







かい中にも厳しいコメントは好評でした｡ また欠席者に対しての電
話連絡､ メーキャップの確認など目に見えないご苦労が多々あった
と思います｡ 田中委員長ありがとうございました｡
例会毎に発行されるクラブ会報は､ あたりまえの様に私達は会報
を受け取っていますが､ 一年間を通じて問題もなく発行することは
大変なことだと思います｡ 素晴らしい充実した誌面を見るたびに極
めて有能な田口委員長を再確認させていただきました｡
国際奉仕に関しましては､ 社会奉仕委員会などと共同で ｢神奈川
区３地域合同地域まつり｣ に参加して募金活動を行い､ その中から
スリランカへ井戸が寄贈されました｡
また私共のクラブの国際奉仕活動は2590地区内でも強い関心が寄
せられています｡ このような中､ 小池前年度会長からの申し送り事
項のマレーシアのルーヤンロータリークラブとの友好クラブの締結
式には､ 総勢28名でコタキナバルでの式典に参加し､ 無事に締結を
行うことができました｡
その中で三堀会長が提案した公式行事の一環としてインターアク
トクラブの話があり､ それにより５月27日に来日したインターアク
トの高校生５名､ 教員１名を６月２日まで受け入れました｡ 岩澤副
会長プロジェクトチームリーダーを中心に様々な企画を練り実施し､
生徒､ 教師から言葉には言い尽くせない心からの感謝の言葉を受け､
協力した会員一同､ 疲れも吹き飛び､ 満足感を得た気持ちです｡
ホームステイを受け入れていただいた犬飼会長エレクト､ 古川副
幹事､ 田中龍太郎会員､ 梅崎会員､ 元国際青少年交換留学生の中野
さん､ また歓迎夕食会を設定していただいた青柳会員､ 宿泊のホテ
ルを提供していただいた鴻会員､ 滞日中最初から最後まで付き添っ
ていただいた臨時事務局員の永井博子さん､ そして引率､ 送迎に参
加した会員の皆様方には厚くお礼を申し上げます｡
また５月30日は姉妹クラブの台北滬尾ロータリークラブの歓迎式
典・懇親会が行われましたが､ インターアクトの高校生の歓迎式典・
懇親会も併せて行われ､ 国際色豊かで､ 和やかな会となりました｡
山崎国際委員長には細やかな気配りをしていただき､ 多忙な１年と
なってしまいましたが､ 本当にありがとうございました｡
この他にも委員長､ 会員の方々にも感謝を申し上げたいところで
すが､ 時間の都合上､ 割愛させていただきます｡
本年度は私にとって短いようで長い一年でした｡ ただ私にとりま
してロータリークラブの素晴らしさを再確認させていただくと共に､

一年間無事に幹事の職責を何とか終えることができました｡
吉田会長をはじめ会員の皆様の暖かいご支援・ご協力のお陰と厚
く御礼申し上げます｡
幹事としては会長の補佐はもちろんクラブ内の取りまとめ､ 各種
連絡､ 記録等が主な業務であり､ 年初はかなり緊張とプレッシャー
がかかる所ではありましたが､ 吉田会長指針の ｢無理をせず自然体
で行こう｣ というテーマで肩に力が入らず楽な気持ちでスタートを
切ることができました｡
そんな中､ 幹事としては地区目標の達成が重要な仕事ではありま
したが､ すべてクリアーすることができました｡
会長のお話とダブルところがありますが､ 具体的には次の６つが
ありました｡
１. 地区大会での新世代委員会担当
先ほどのとおり河野副会長､ 西山委員長の活躍にて大成功
２. Ｒ財団寄付

１人120ドル

およそ一人139.2ドル

芦沢・山本登会員 (地区22位)

３. 米山奨学会への寄付
普通6,000 円
４. 会員増強

ベネファクター２名

普通5,000 円

特別20,000 円

特別24,512 円 (地区14位)

純増１名

達成

５. 地区補助金プロジェクト
江森社会奉仕委員長

反町活動ホームへの備品

６. CLP の議論・検討
当クラブは必要でない

楽しくやらせていただいた忘れることのできない一年であったこと

以上６項目すべて達成できましたことは本年度の誇りであり､ 担

は間違いありません｡ 入会当初はロータリークラブの出席率が良く

当委員会は元より神奈川東クラブメンバー全員の力であります｡ さ

ない会員でしたが､ 入会の機会を与えていただいた澁谷会員に入会

て､ 先ほど､ 吉田会長がクラブ内の各委員会の成果・実績について､

当初いろいろと助けていただいて何とか現在まで続けることができ

お話されましたが､ 抜けている委員会を女房役としては､ フォロー

させていただきます｡

は元より､ 委員以外にも多くの会員に紹介を願い出たり､ 会報や広

まず､ 今年度､ 女性として二人目の委員長として就任していただ

報委員会に協力を要請し､ 近隣クラブへ当クラブの卓話情報を提供

いた橋本雑誌委員長は毎月ロータリーの友を紹介していただき､ そ

依頼するなど､ 一年を通して理想的な委員会活動であったと思いま

の丁寧でポイントをとらえた紹介は大変分かりやすかったです｡ 広

す｡

報・IT 委員会の横溝・長井章両委員長には､ 当クラブのホームペー

しかし､ 一方では委員会とは名ばかり委員長の単独の活動であっ

ジの充実のために大変お骨折りいただきました｡ そしてまた､ 新入

たり､ 委員会すら一度も開かれてない委員会もあることを聞き及び､

会員に対しての適格な職業分類を即座に提出していただいた､ 川邉

残念な思いは致しましたが､ その原因こそクラブ奉仕委員長の情報

委員長､ 会員選考では常に慎重で厳しさの中にユーモアのある月山

提供の拙さは元より､ 私､ 個人の力量の乏しさにあったことは申す

委員長､ 皆様､ 一年間本当にありがとうございました｡

までもありません｡

そして幹事として最も感謝申し上げることはクラブ協議会の事前

理想的なクラブ奉仕のあり方は ｢すべての委員会が主役であり､

レポートの提出の件です｡ 皆様､ ご多忙にも拘らずご協力いただき､

そして脇役である｡｣ と信じています｡ この意をご理解いただき､

お蔭様にて協議会が毎回､ スムーズに運営できそして､ 各委員会が

次年度の活動の中に是非とも生かしていただければと願っておりま

委員長の皆様の努力によりそれぞれ､ 素晴らしい成果を挙げること

す｡

ができました｡ 本当にありがとうございました｡

さて､ 吉田年度は過去において経験のない奉仕活動への取組は元

力不足の幹事を裏で支えていただいた事務局の渡邊さん､ そして

より､ 突発的に対応を求められる事態が度重なるなど多忙な年度で

一時期とは言え､ 遅くまで事務局を守っていただいた永井博子さん

ありました｡ しかし､ それらに顔を背けることも無く淡々と正面か

へも合わせて感謝申し上げます｡

ら対応しつつ ｢自然体で､ ためになる､ 魅力あるロータリー｣ を目

最後になりましたが今年度吉田会長のもとで､ 幹事の職務を全う
できましたことは私にとっては大変幸せな一年間でありました｡ 吉
田会長とは20数年来の友人でありますが､ 会長・幹事のコンビを組
ませていただき､ 更に吉田隆男の魅力を再認識致しました｡
吉田会長､ 一年間ご指導ありがとうございました｡
そして会員の皆様､ お世話になりました｡






指し真摯に取組まれたこの一年の活動は､ 会員の記憶にいつまでも
残り続けると確信致します｡
一年間､ 多様な活動を実践し先導していただいた吉田会長､ 加藤
幹事のご努力と､ それを底辺から支援していただいた我ら仲間に心
から感謝を申し上げます｡
後になりましたが､ 神奈川東 R.C の今日までの発展に並々なら
ぬご尽力下さいました､ 故清水勇一会員､ 故長谷川敬三会員へ､ 感
謝と共に心よりご冥福をお祈り致しまして年度末の挨拶に代えさせ
ていただきます｡




数ヶ月前に新年度挨拶をさせていただいたと思えば､ 本日は年度
末の挨拶､ ｢光陰矢の如し｡｣ と申しますが､ 一年など本当に早いも
のであります｡ 今年度を振り返り､ 各委員会における各々の活動実
績といった事は只今､ 会長のご挨拶の中でも詳しくお話されました
ので割愛させていただき､ 私からは副会長として最も重要な責務で
あるクラブ奉仕委員長としての反省点といったことに少し触れさせ
ていただきます｡
クラブ奉仕の活動効率やクラブ内の活性を更に高めていく為には､
各委員会が単独の活動のみ走るのではなく､ 他の委員会と協調し
協力を模索しながら行動していただくことが望ましいのではないか｡
と､ クラブ協議会を始め折に触れて申し述べてまいりました｡
その中でプログラム委員会に於きましては度重なる委員会の開催

年度の終了にあたりまして､ 会員の皆様に対しお礼のご挨拶を申
し上げます｡
本年度は吉田会長の方針で自然体でロータリーライフを楽しむは
ずでありました｡ はずと言うことは結構そうではなかった｡ という
ことでして意外な､ つまり想定外の問題が次々に出てきた年になり
ました｡
まあ私などは楽しんでいたほうだと思いますが､ 後半になってマ
レーシア訪問から始まる一連のプログラムは予期せぬものが幾つか
出てきまして吉田会長・加藤幹事はもとより国際・親睦・新世代を

始めとする各委員長と委員の方々には大変な労力と時間を費やして
いただきました｡ また会員の皆様には､ それぞれにこれらのプログ
ラムをご支援下さいましたことを併せて感謝申し上げます｡
ただ残念なことは今期に清水さん､ 長谷川さんという古い先輩が







６月20日(金)､ 和善 ｢結｣ において新会員歓迎会兼親睦委員会納
会が開催されました｡ 当日は､ 新会員の尾春人会員､ 金森欣一会
員､ 齋藤充代子会員をお迎えし総勢36名の会員が参集しました｡

亡くなられました｡ 謹んで哀悼の意を表したいと存じます｡
さて私は役員としては何もお手伝いができなかったのであります
が､ 本年度は先にお話したとおりマレーシアとの青少年学生受け入
れを含む国際交流を始めとして各委員会の活躍により､ すべて成功
裡に終了致しまして神奈川東ロータリークラブの歴史に新たなペー
ジを加えることができたのではないかと思います｡
自らの非力をお詫び致しますとともに今年度の理事・役員の皆様
と会員の皆様に ｢ご苦労様でした｡｣ ｢ありがとうございました｡｣
と心より申し上げる次第です｡






一年間､ お疲れ様でした｡ 毎年恒例の年度末の挨拶の時がまいり
ました｡ 一年間というのは本当に早いものだなぁとつくづく感じて
おります｡ 本年度は､ 渡辺さんの産休ということがありましたが､
その時に永井さんがお手伝いをいただき無事に大きな問題もなく会
計年度を終了できると思います｡ 事務局には大変お世話になりあり
がとうございました｡


例会終了後､ クラブ協議会がホテルキャメロットジャパン 5 階ジュ
ビリーⅢで行われました｡
















!

