
第 2085 横浜港南ロータリークラブ週報 

2017．7．19．[水]18：30～  第 2313 回例会報告 

  

◎司 会             西山俊雄 SAA 委員 

◎ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  『友達になろう』『四つのテスト』 

◎ソングリーダー         福嶋昭合唱委員 

◎出席報告            櫻井富雄出席委員 

会 員 数 

                 

出 席 者     

数         

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

37(7)名 24(5)名 68.6% 89.2%  84.2% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

・7/10  地区拡大増強委員会     樋 口 一 樹 委 員 

・7/12  地区米山記念奨学委員会  佐々部宣宏委員 

・7/13  地区研修委員長会議      櫻 井 富 雄 委 員 

・7/18  地区米山記念奨学委員会  佐々部宣宏委員 

            

◎親睦委員会（今週のお祝）     瀧文博委員 

＊会員誕生日祝(バースデイソング合唱) 

大越雅也会員（１９日）・高森政雄会員(２２日) 

西山俊雄会員(２３日) 

＊夫人誕生日祝       

上杉美穂様(２５日)・尾形雅子様(２５日) 

＊結婚記念日祝         

豊場建伍会員（２０日）・民谷佳子会員(２２日) 

 ニコニコボックス本日合計  ２１，０００円 

ニコニコボックス 累 計 １１３，０００円 

 

◎会長報告            

①今年度は会報のレイアウトを変え見やすくしました。

出席やメークアップ、公式行事に参加された方をお

知らせします。又、日時や場所等もわかりやすくし、

掲載したいと思いますので、会報委員会以外の方で

もより良くするためにご意見がありましたらお知らせ

下さい。 

地区の会議等に出席されるとメークアップカードを受

け取ります。週報に掲載しますので、その次の例会

時に出席委員に出して頂くようお願いします。 

②ガバナー公式訪問 

平成２９年７月２６日(水) 



通常例会より早めにお集まり下さい。服装はクール

ビズでお越し下さい。 

③今日は二千円札の日です。２０００年の７月１９日に

二千円札が発行されました。 

◎幹事報告  

①第４９回港南区剣道大会 

７月２３日(日)  午前９：００～ 

場所 『港南スポーツセンター』  

出席予定者  北見丈治会長 

根本雄一青少年奉仕委員長  

②会報委員会炉辺会合 

７月２１日（金） 午後６：３０～ 

場所 大久保『まほとら』 

③親睦委員会炉辺会合 

７月２４日(月) 午後７時～ 

場所 スカイビル『ミクニ ヨコハマ』 

④職業奉仕委員会炉辺会合 

７月３１日(木) 午後６時３０～ 

場所 『木曽路』 

⑤青少年奉仕委員長会議 

８月４日(金)  午後３時～５時 

場所 『ソシア２１』 出席予定者 根本雄一委員長 

⑥大岡川クリーンアップ 

平成２９年７月３０日(日) 午前９：３０～１１：００  

場所 『笹野橋公園』 

皆さんの多くのご参加をお願いします。 

 

◎委員会報告 

①社会奉仕委員会                瀧委員長 

大岡川クリーンアップについて、掃除用具は用意して

おります。飲み物はペットボトル５００ｍｌを支給します。

暑いので各自で帽子や長袖等対策をお願いします。 

◎ 『臨時総会』           北見丈治会長 

 

これから横浜港南ロータリークラブ臨時総会を開催

致します。議事がスムーズに進行致しますよう皆様の

ご協力をお願い致します。 

本日の出席者数は２４名、当クラブ細則第４条第３節に

基づきまして定足数(会員数の３分の１)を満たしており

ますので、本日の総会が成立することを宣言致します。 

 

第 1 号議案 

入会金の取り扱い(解釈)について 

前回の総会時に新規入会者から入会金を頂く。その金

額については理事会で検討するというように決まりまし

たが、移籍会員の入会金について曖昧な形のままでし

たので、きちんと決めたいと思います。特別な事情の時

（金融機関の支店長や転勤等で会員が変わる場合）は

入会金を免除するという認識でしたが、移籍会員に関

しての話が出ていませんでした。他のクラブに入ってい

た方を勧誘する時にどのように話したらよいかわからな

いので、移籍会員からも入会金を頂くのか、又は、一度

でも何処かのクラブに所属して入会金を払った会員か

らは入会金は頂かないようにするのかを審議したいと

思います。 

 

この件について、いろいろな意見が出ましたが、入会金

に関して、法人会員を除いて新規・移籍会員問わず入

会金を頂くことが決まりました。      



   ～一同拍手～ 

第 2 号議案 

地区大会全員登録や親睦旅行等での 

多額費用発生時の欠席者費用負担について 

『地区大会について』 

地区大会は基本的に全員登録です。登録料は１人当

たり１万円かかっています。今回は３７名なので１００％

登録すれば３７万円地区に支払いが生じます。クラブと

しては３０人３０万円前後の支出をしています。地区大

会に行くと他クラブとの交流や留学生やインターアクト・

ローターアクトの活動がわかります。これは参加すべき

ものだと思います。私が考えたのは、欠席する場合、登

録料の１万円を欠席料として実費負担して頂きたいと

思います。出席する場合はそのまま会費で登録料を負

担します。休むのであれば金銭的に負担をして頂きた

いと思います。会費を値上げすれば従来通りの予算で

やっていけるかも知れませんが、４０名を切っていると

従来通りの予算では運営自体がままならないと思いま

す。他に削減方法があれば良いのですが、私にはこの

ような考えしかありませんでした。地区大会を例会変更

するという話も出たりしますが、このようにすると会員皆

さんの地区大会に対する意識が変わってくれるのでは

ないかと思うのです。ちなみに今年の地区大会は１１月 

１０日(金)は会長・幹事が出席します。皆さんの出席は

１１日(土)です。 

 

審議の結果、この件について、地区大会の例会変更と

して、１１月８日(水)の例会を１１月１１日(土)の地区大

会に変更することになりました。欠席時負担金は決議

の結果頂かないことに決まりました。 

(１１月８日(水)の昼の通常の例会はありません)        

 

『親睦旅行について』 

親睦旅行のバスをチャーターして旅行に行く場合、バス

代の負担が２０万円弱かかります。会費として１人当た

り２万円が上限だと考えますと、親睦の予算支出が増

えます。これは良くないので、今年度に関しては変えた

いと思います。夜の宴会時の費用を１３万円前後減ら

すと、バス代２０万円弱なので、かなりの金額が抑えら

れます。それでもバスの負担を考えると、会の負担が

出てしまいます。これに関しては会員３７名で欠席者の

方にも交通費（バス・高速代 約 5,000 円）をご負担して

頂きたいと思います。 

 

この件について、参加者が少なく親睦の負担が多くなっ

た場合、バス代を集めさせて頂くことに決まりました。 

 

第 3 号議案 

クラブ活動計画書の個人別出席一覧表、 

前年度プログラム実施掲載について 

『個人別出席一覧表について』 

出席一覧表がわかりにくいので、今年度豊場出席委員

長に変更して頂くようお願いしています。そして、これは

活動計画書の多くの頁を使っています。これを削除して

クラブの細則を掲載したいと思います。そして、Ｒ財団と

米山についても、１ページで前年度との合計くらいあれ

ば良いのではないかと思います。   

 

この件について、掲載ページを減らし、細則を載せるこ

とが決まりました。   

 

『前年度プログラム実施報告ページ作成について』 

どのようなことをやったのかわからないので、プログラ

ム予定表の裏にプログラム実施報告を掲載したいと思



います。 

この件について、前年度プログラム実施報告のページ

を作成することが決まりました。 

 

第 4 号議案 

クラブのホームページについて 

ホームページが２年くらい更新されていません。以前は

ＩＴ・広報委員会が担当でしたが、その後、委員会の変

更があり、担当がわからなくなっています、この状態な

らばホームページをやめた方が良いと思います。 

 

この件について、ホームページを残すことに決まり、会

報委員会が担当することに決りました。 

 

『北見丈治会長』 

皆さん有難うございました。これで臨時総会を終わりま

す。 

 

◎ ニコニコボックス          瀧文博委員 

北見丈治会長 

  夏の高校野球神奈川予選も３回戦になりました。今

日関東学院は横浜創学館に８対１で８回コールド負

けでした。プロ野球はオールスター戦も終わり、西岡

が約１年ぶりに復活、さぁ後半戦という矢先に今度は

糸原が負傷してしまいました。今日は新人小野が先

発します。内容は悪くないのに勝ち星がありません。

今日こそ小野に初勝利を。先週は２勝１敗でしたの

で２勝分です。  

大越雅也幹事 

本日の臨時総会、長時間になるかと思いますが   

どうぞよろしくお願い致します。 

会員誕生日祝いを頂きまして有難うございました。 

 

西山俊雄会員 

昨日は大変な豪雨で我が家も停電になりました。 

いろいろな設定を直すのが大変でした。 

豊場建伍会員 

７月２０日は結婚記念日です。記念品を頂きます。 

上杉順一会員 

夫人誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

横尾博之会員  

真鶴ヨットオーナーズクラブで江ノ島クルージングを

して来ました。帰路草レースをして３位に入り健闘。

また黒くなりました。 

市川敏明会員  

臨時総会のことですが、出席が少ないようですね。

毎日暑すぎるからでしょうか。(暑気ボケか?)  

坂巻照代会員 林田利治会員 福島昭会員  

総会成功を！  

小後摩重正会員  

今日関東地区梅雨明けの発表がありました。 

 

◎ 次週の予定 

７月２６日(水)  ガバナー公式訪問  

松花堂弁当(福ろく寿) 

 

◎ ８月の予定 

８月 ２日(水)  高栁良作会員 

    ９日(水)  休 会 

 １６日(水)  山田哲也会員 

         『イニシエーションスピーチ』 

 ２３日(水)   通常例会なし２５日に例会変更 

２５日(金)  １８：３０～ 夜間例会『花里』 

３０日(水)   尾形達也会員 

 

◎ 会報            坂巻照代会報委員 


