
 

第 2086 横浜港南ロータリークラブ週報 

2017．7．26．[水]  第 2314 回例会報告 

  
◎司 会             橋浦重己 SAA 委員 
◎ロータリーソング        『友達になろう』 
◎ソングリーダー        八木禧昭合唱委員 
◎ゲスト ・第２５９０地区ガバナー 湯川孝則様 
       （横浜西ロータリークラブ） 
      ・第７ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 半澤 剛様 
       （横浜南央ロータリークラブ） 
      ・第７ｸﾞﾙｰﾌﾟ地区副幹事 島﨑尚己様 
       （横浜西ロータリークラブ） 
◎出席報告          豊場建伍出席委員長 
会 員 数 

                 
出 席 者     

数         

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

37(7)名 31(7)名 83.8% 81.1%  84.2% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

・7/20  地 区 広 報 委 員 会   大 橋 三 郎 会 員 

・7/24  親睦委員会炉辺会合   

       北 見 丈 治 会 長      大 越 雅 也 幹 事  

尾形達也委員長      青 柳 民 朗 委 員 

       瀧 文 博 委 員      大 井 和 子 会 員         

◎親睦委員会（今週のお祝）   民谷佳子委員 
＊会員誕生日祝(バースデイソング合唱) 

橋浦重己会員（２６日） 

＊夫人誕生日祝      平山多美子様(２６日)  

＊会員入会記念日祝    宮下 賢会員(３０日) 

 ニコニコボックス本日合計  ５６，０００円 

ニコニコボックス 累 計 １６９，０００円 

 
 

◎米山チャリティボックス 
坂巻照代会員   佐々部宣宏会員  

橋浦重己会員    ３名   

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計    ３，０００円 

米山チャリティボックス累計 ３１，０００円 

 
◎会長報告            
①先週の臨時総会について、簡単にご報告致します。 

・ 入会金制度について、 

新規会員・移籍会員に関わらず、横浜港南ＲＣに籍

を置いたことがない場合に関して、入会金を頂くこと

になりました。会員を勧誘する際はよろしくお願い致

します。 

・ 地区大会等の全員登録を必要とする欠席者の登録

料の扱いについて、 

本来は地区大会の出席者を増やす目的で考えた部

分があります。通常の例会を地区大会に例会変更し、

出席を促すように致しました。 

・ 親睦旅行等の欠席について、 

親睦の予算を考えた上で、バス代・高速代を会員数

で割って１人当たり約 5,000 円前後負担して頂くこと

になりました。 

・ 活動計画書の出席一覧について、 

今年度は豊場建伍出席委員長により変更して頂き、

今までと表記の内容が変わります。それに伴い過去

の出席一覧は必要がなくなるので、1 ページ位残しま

す。ロータリー財団や米山寄付一覧についても合計

金額と数年分を記載するよう変更します。ページを削

除した分、細則を載せるように致します。 



・ ホームページの扱いについて、 

担当は会報委員会となり、ホームページを残すこと

になりました。 

②先日、港南区剣道大会に行ってきました。後ほど根

本雄一委員長に報告して頂きます。 

③例会変更 

８月２３日(水)通常例会あり 

２５日(金)夜間移動例会→８月３１日(木)に変更 

      １８：３０～『花里』 

３０日(水)通常例会なし 

８月３１日(木)に例会変更 

８月２５日に予定していた港南ライオンズとの合同

夜間例会は先方の都合で８月３１日(木)に変更とな

ります。 

④今日は橋浦重己会員喜寿の誕生日です。そして、平

山夫人も本日誕生日で、宮下賢会員(３０日)の入会

記念日です。 

１９４６年７月２６日はプロ野球最短試合記録日です。

阪神対パシフィック（後の太洋）戦、１対０で阪神の勝

利ですが、試合時間は５５分。因みに最長試合は  

１９９２年９月１１日阪神対ヤクルト延長１５回３対３引

き分け 6 時間 26 分でした。 

 

◎幹事報告  

①例会変更 

８月２３日(水) 通常例会あり 

２５日(金) 夜間移動例会→８月３１日(木)に変更 

３０日(水) 通常例会なし８月３１日に例会変更 

②地区より、７月の九州豪雨被災地支援協力依頼が来

ています。１人当たり 1,000 円です。社会奉仕委員会

で検討し,次回の理事会で決定となります。 

③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。 

④理事会について 

７月３１日（月）午後６時３０～ 

場所 『2Ｆ管理組合会議室』 

⑤地区職業奉仕委員会 

８月１日(火)    

場所 日吉の『みよし工業』 

横浜・川崎地区の教員研修を行う時期です。職場見

学に行って参ります。 

⑥親睦委員会炉辺会合 

 ８月２日(水) 時間１：３０～（通常例会後） 

場所 『スカイビル ミクニ』 

⑦クラブ会長・幹事会 

８月２６日(土)  午後１２：３０～ 

場所 『ローズホテル横浜』 

 

◎委員会報告 
①青少年奉仕委員会             根本委員長 

７月２日に港南区少年野球大会にてメダルの授与、

７月２３日港南区少年剣道大会にてトロフィーの授与

を行いました。我々が寄贈しているメダル等は入賞し

た子供達へ個々に贈るものです。何処かの町内会に

飾られるのではなく、自分の部屋に置けるのです。毎

年優勝すると年々違うものがもらえるのです。これは

素晴らしい奉仕活動です。まだサッカーもありますが、

これからも続けていきたいと思います。 

 
◎半澤ガバナー補佐より湯川ガバナーのご紹介 
1962 年 明治大学経済学部卒業 

家業である食品ﾒｰｶｰ(株)ｼﾝﾒｲ入社 
2001 年 (株)シンメイｸﾞﾙｰﾌﾟの最高経営責任者 
2007 年 (株)シンメイ代表取締役会長就任 
      創業から６０年を経て現在に至る。 
１００%子会社を東京・名古屋・大阪を営業拠点。横浜・
名古屋・島根に製造拠点があり。更には海外の上海に

進出しベトナムにも進出予定です。 
ご家族は奥様と二人暮らしですが、一男二女の父親で
お孫さんは５人おられます。 
（詳しくはマンスリーに掲載されております） 

 

◎ 『MAKING A DIFFERENCE 変化をもたらす』 
第２５９０地区ガバナー 湯川孝則様 

 

 

 

 

 

 

 

今年の１月にアメリカのサンディエゴで、ガバナーの

研修会・国際協議会がありました。日本からは３４地区、 

それぞれ３４名のガバナーエレクトとその配偶者、また 

その他の国々からは、５３９名のエレクトと配偶者が一 

堂に会しました。 

イアン H.S.ライズリーRI会長を中心 に、午前9：00 か

ら研修が月曜日から金曜日まで行われました。配偶者

は、配偶者同士の講習会もありました。 

2017～18 年度のＲＩ会長のイアン H.S. ライズリー氏は

サンドリンガム・ロータリークラブ所属、オーストラリア出

身で公認会計士をされています。オーストラリア国内外

の企業会計を専門とする Ian Riseley and Co.の社長を

務め、2006 年にはオーストラリアの地域社会への貢献

が認められ、勲章を受けられました。 

持続可能な奉仕というロータリーの目標にとって、環

境保護と温暖化抑止がきわめて重要である。来年の

「アースデイ」までに全会員に１本以上の植樹をしてほ



しいと言われています。（RI 会長の提案） 

我々は奉仕活動で成長・存続し、力をつけながら地域

社会に、国に、そして 世界に「変化をもたらす」ことが

大 切 で ある と い う 事 で し た 。 こ れ が 『MAKING A 
DIFFERENCE』です。 

昨年 4 月の規定審議会において、歴史的に大きな変

化がありました。それは、各クラブに大幅な権限が確立

されたという事です。それを受けてRI会長は変化をもた

らすと宣言されました。 

そしてこの一週間で私が学んだことを RI 会長のテーマ

に即して地区のテーマをこのようの決めさせて頂きまし

た。それが「ともに語ろうロータリー：友達になろう」です。

今年度の地区方針にある「ともに語ろう」の「とも」には

二つの意味があります。 

一つ目の「とも」は、「共に語ろう」。ロータリーの活動

の原点は、交流と親睦です。ロータリー活動を通して何

を学び、何を実践するのか、共に語ろうではありません

か。ロータリーの知識の濃淡はそれぞれですが、当然

のことながら長幼の序は堅持しなければなりませんが、

ロータリアンとしては皆平等ということでございます。同

じ土俵で同じ目線で熱く語ることによって、そこから信

頼と理解と友情が出てくるのではないかと思っておりま

す。 

二つ目の 「とも」は、「友に語ろう」です。 私たちには、

ロータリーの仲間以外にもたくさんの友人がおります。

職場の友達、趣味の友達、そういう方々にロータリーを

語ることによって公共的イメージを高め、新入会員が入

って頂けると良いと思います。 

具体的に私は地区方針として、7 つの項目をあげまし

た。 

1. クラブ戦略計画の推進  

戦略計画委員会を設置し、社会の変化に即応した

柔軟性のある戦略計画を作って下さい。 

2. クラブ自主性の尊重  

2016 年 4 月の規定審議会の決定により、クラブ運

営に柔軟性が認められました。例として、例会の曜

日と時間を自由に決定する。（月に最低 2 回以上） 

奉仕プロジェクトまたは社交行事を「例会」とみなす

等。 

3. 会員増強とクラブ拡大の推進 

会員増強について 

・  会員増強目標、地区全体で会員数純増１００名。     

・  目標はクラブの自主性を尊重し、クラブが自主 的、

積極的に会員増強目標を設定して下さい。  

   クラブ拡大について 

・  クラブ拡大新しい形態のクラブ拡大にチャレンジ 

① 衛星クラブの設立  

② Ｒ財団学友、米山学友、ローターアクターによ

るクラブ  

③ プロバスクラブをロータリークラブへ  

社会奉仕事業の一環として退職者およびセミ退職

者のために作ったクラブを私たちの仲間に。 

4. ロータリー財団へのご理解とご寄付のお願い 

ポリオは撲滅できる。みんなの協力があれば。 

5. 米山記念奨学事業へのご理解とご寄付のお願い 、

日本で学ぶ外国人留学生に対しロータリアンから

の寄付金を財源に奨学金を支給し支援する奨学事

業を行っている。その使命は、将来日本と世界を結

ぶ「懸け橋」となって国際社会で活躍し、ロータリー

のよき理解者となる人材を育成することです。年間

の奨学生採用数は７５０人、事業費は 12.6 億円（２

０１５－１６年度）、 国内では民間最大の国際奨学

事業となっている。これまでに支援してきた奨学生

数は、累計で 19,197 人（2016 年 6 月）。その出身国

は、世界１２４ の国と地域に及んでいます。皆さん

寄付のご協力をお願いします。 

＜目標＞ 普通寄付 １人当たり 5,000 円以上 

 特別寄付 1 人当たり 20,000 円以上  

合 計  １人当たり 25,000 円以上 

6. ロータリーの未来を担う人材の育成  

ロータリーでは４つの常設プログラムがあります。

新世代のためのＲＩ常設プログラムには､インターア

クト､ ローターアクト､ロータリー青少年指導者養成

（RYLA）､ロータリー青少年交換があります。これを

さらに活性化させることが必要だと思います。 

7. ＲＩ会長賞への積極的な挑戦  

   受賞資格、ロータリー戦略計画の３つの優先項目 

① クラブのサポートと強化 

 ② 人道的奉仕の重点化と増加  

③ ロータリーの公共イメージと認知度の向上  

今年度の会長賞は、これらの優先項目にかかわる

活動をしたクラブが対象です。 

① クラブのサポートと強化 

次の 4 項目を達成すること  

１. ロータリークラブ・セントラルで少なくとも 10の目

標を設定する。 

２. クラブの戦略計画を更新または立案する。  

３. 会員数の純増：会員数 50 名以下のクラブは少

なくとも 1 名、会員数 51 名以上のクラブは少な

くとも 2 名の会員純増を達成する。  

４. 女性会員の純増：会員数 50 名以下のクラブは

少なくとも 1 名、会員数 51 名以上のクラブは少

なくとも 2 名の純増を達成する。  

５. 40 歳未満の会員の純増：会員数 50 名以下のク

ラブは少なくとも 1 名、 会員数 51 名以上のクラ

ブは少なくとも 2 名の純増を達成する。 

６. 例会以外の活動に会員が参加する。  

７. 新しいロータリークラブまたはロータリー地域社

会共同隊（RCC）を提唱（または共同提唱）す

る。  



８. インターアクトクラブまたはローターアクトクラブ

を提唱する。 

② 人道的奉仕の重点化と増加 

次の 4 項目を達成すること  

１. ポリオ関連の募金活動または支援呼びかけイベン

トを開催する。  

２. グローバル補助金または地区補助金を利用したプ

ロジェクトを少なくとも 1 件提唱する。 

３. 環境に焦点を当てたプロジェクトを少なくとも 1 件実

施する。 

４. より大きな成果を出すために、地域内のロータリー

クラブと協力する。 

５. 持続可能なプロジェクトにロータリーファミリーに参

加してもらう。  

６. ロータリー財団へのクラブからの寄付を少なくとも

10％増やす。 

７. ロータリー財団のいずれかの基金に 25 ドル以上を

寄付する会員の数を増やす。  

８. 年次基金への会員一人あたりの平均寄付額を 100

米ドルとする。 

９. ロータリーの「アイデア応援サイト」を利用して、プロ

ジェクトを支援する。 

③ ロータリー公共イメージと認知度の向上 

次の 4 項目を達成すること  

１. ロータリーのブランドリソースセンターを活用してイ

メージを高める。  

２. クラブのホームページを定期的に更新して、ロータ

リーの活動成果を伝える。 

３. ポリオデーを支援するためにイベントを開催し、そ

の周知を図る。  

４. 市民団体、ロータリー学友等のための交流会を少

なくとも 1 回開く。 

５. 企業または政府・地方自治体組織とプロジェクトで

協力する。 

６. 地域で重要な問題を扱った地域フォーラムやセミナ

ーを開催する。  

７. クラブのプロジェクトやイベント、または募金活動を

地元メディアに報道してもらう。  

８. 少なくとも 1 名のロータリー青少年交換学生を派遣

または受け入れるか、少なくとも 1 名の RYLA 参加

者を支援します。 

「ロータリー：変化をもたらす」ということで、ロータリーが

より活性化され、発展することを願い、皆様の力をお借

りしながら ともに語り合い頑張って参ります。 

つたない卓話で恐縮です。ご清聴有難うございました。 
 
◎ニコニコボックス           瀧文博委員 
 
・第２５９０地区ガバナー 湯川孝則様 
  今日はお世話になります。横浜港南ＲＣの皆

様のご指導とご協力を頂きながら、クラブと地
区の活性化の為にも共に語りながら努めてま
いります。本年度宜しくお願い致します。 

第７グループガバナー補佐 半澤 剛様 
  本日は湯川ガバナーのお供で参りました。どうぞよ

ろしくお願い致します。 
地区副幹事 島﨑尚己様 
  本日は湯川ガバナーの同行で参上しました。よろし

くお願いします。 
北見丈治会長 

  皆さんご承知だと思いますが、昨日は DeNA に２安
打完封負け、３塁踏むことが出来ませんでした。昨
日の敗戦で DeNA に同率で２位に並ばれ広島とは１
０ゲーム差が出来ました。高校野球時に甲子園を明

け渡すロード出発前最後の３連敗。今日明日連勝し
て気持ち良くロードに出発しよう。先週は２勝３敗で
したので２勝分。 

大越雅也幹事 
第２５９０地区ガバナー湯川孝則様・第７グループガ
バナー補佐半澤剛様ようこそいらっしゃいました。ど

うぞよろしくお願い致します。 
橋浦重己会員 
  会員誕生日祝を頂きまして有難うございます。 
  国際ロータリー第２５９０地区ガバナー湯川孝則様・

第７グループガバナー補佐半澤剛様ようこそいらっ
しゃいました。 

民谷佳子会員 
  結婚記念日祝を頂きまして有難うございます。 
西山俊雄会員 

本日は歯の治療の為欠席の予定でしたが大きな工
事になりそうなので延期となり出席出来ました。 
前回の少々の不足分を加えて。 

大井和子会員 
横浜市新任副校長短期企業研修、今秋受け入れま
す。 
第２５９０地区ガバナー湯川孝則様・第７グループガ
バナー補佐半澤剛様ようこそいらっしゃいました。ど
うぞよろしくお願い致します。 

根本雄一会員 
第２５９０地区ガバナー湯川孝則様ようこそいらっし
ゃいました。 
島﨑さん８月１日のポピーフェスティバルでまた会い
ましょう。 

豊場建伍・山田勝康・八木禧昭・小後摩重正 
青柳民朗・吉冨鈴江・高栁良作・佐々部宣宏 
市川敏明・大橋三郎・天野憲二・山野井正郎 
横尾博之・坂巻照代・海野俊彦・櫻井富雄 
樋口一樹・櫻井富雄・福島昭・宮下賢各会員 
 本日はガバナー公式訪問に当たり、国際ロータリ

ー第２５９０地区ガバナー湯川孝則様・第７グルー
プガバナー補佐半澤剛様の訪問を歓迎します。 

◎次週の予定 
８月 ２日(水)  高栁良作会員  つな八(天ぷら) 

◎会報           佐々部宣宏会報委員長 


