
  

 

第 2108 横浜港南ロータリークラブ週報 
2018．1．17．[水]  第 2336回例会報告 
 

◎司 会              西山俊雄ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング         『奉仕の理想』 

◎ソングリーダー        横尾博之合唱委員 

◎出席報告           小後摩重正出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

35(6)名 28(5)名 82.3% 80.0%  77.6% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

1/16 広報・公共・ｲﾒｰｼﾞ向上委員会 根本雄一会員 

１２月メークアップ１００%以上 

櫻井富雄会員 佐々部宣宏会員  

根本雄一会員 宮 下 賢 会 員 

 

◎親睦委員会(今週のお祝) 青柳民朗親睦委員 

＊会 員 誕 生 日 祝    青柳民朗会員（21日）  

＊会 員 記 念 日 祝   天野憲二会員( 20日) 

 ニコニコボックス本日合計  １４，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ８５３，１００円 

◎米山チャリティボックス   

高栁良作米山記念奨学委員長 

坂巻照代会員 佐々部宣宏会員  

宮下  賢会員 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  １１４，０００円    

 

◎会長報告            

①残念なお知らせですが、山田勝康会員が退会されま

す。ご家族の介護の為だと思われます。これにより

会員数は３５名となりますので、会費が厳しくなりま

す。会員の皆様全員が増強委員という気持ちでメン

バーを増やしていきたいと思います。 

 

◎幹事報告              

①３月１７日（土）に開催されるＩＭのご案内を回覧して

います。これは３月１４日の（水）の例会変更です。是

非ご出席下さいますようお願いします。 



②地区より『ともに語ろう職業奉仕』というＤＶＤが届き

ました。これは地区内の老舗１００年企業がロールで

出ますので、櫻井さんの会社の名前が出るかも知れ

ません。今月末の私の卓話時に使いたいと思いま

す。 

◎委員会報告  

①社会奉仕委員会              瀧文博委員長 

   チャリティーマラソンは本日締め切りです。今現在、

チャリティーマラソン２３名。親子マラソン２名。１０キ

ロマラソン２名です。当日応援で写真を撮って頂ける

方がいらっしゃいましたら是非お願いします。 

参加費について、先日理事の皆様に社会奉仕の予

算から、チャリティー分を出して頂くことをご承認頂き

ました。会員参加費 5,100円（チャリティー1,200円） 

一般参加者 4,100円（チャリティー200円） 

皆様、ご承認の拍手有難うございました。チャリティ

ー分について、社会奉仕の予算より出させて頂きま

す。 

 

◎『クラブ協議会』       大橋三郎副会長 

司会進行は大橋ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長により進められました 

 

会場監督委員会 橋浦重己委員長代理西山俊雄委員 

会員が例会 2 日前までに連絡なく欠席した場合は予算

の都合上食事代 2500円を提供して頂きますのでどうぞ

宜しくお願い致します。２月７日から昼食に牛兵衛が入

ります。司会もローテーションで行っており、あと半年頑

張ってまいります。 

会員増強選考委員会          樋口一樹委員長 

先ほど山田勝康会員の退会があり、会員３５名となりま

した。１２月の卓話時間に会員候補や退会者の復活等

の話をさせて頂きましたが、一人でも多く仲間を増やし

て今後につなげていきたいと思います。皆様のご協力

をお願いします。 

出席委員会                豊場建伍委員長 

前半が終わりましたが、当クラブの出席率は平均値だ

と思います。今期は無断で欠席された方はニガニガの

ペナルティとしましたが４名のみでした。これはかなり改

善されたと思います。引き続き後半はゼロにしたいので、

欠席の場合はご連絡下さい。そして、今までメーキャッ

プをしたことがない方は、櫻井さんがメーキャップの時

にご一緒にされると良いと思います。 

研修広報委員会             櫻井富雄委員長 

１２月に出席者を募り、メーキャップを実行しようとしま

したが、先方の都合で取りやめました。後半の間に入

会３年以内の会員の方に申込書を回しますので、是非

出席して頂きたいと思います。 

プログラム委員会             阿曽輝彦委員長 

前半も皆様のご協力でスムーズに進めることが出来ま

した。プログラムで事前に変更があった場合は、委員会

報告で発表すると同時に、回覧もしておりますので、お

間違いのないようお願いします。後半もこのまま進めさ

せて頂きます。 

親睦委員会    尾形達也委員長代理樋口一樹委員 

次週の新年夜間例会は皆さん是非ご参加下さい。５月

の移動例会についてもプランを練っていますので、決ま

り次第ご報告いたします。ニコニコも累計８５万円という

数字になりました。引き続き皆さんのご協力をお願いし

ます。 

合唱委員会                 横尾博之委員 

山田委員長が退会されましたので、委員長が不在です。

メンバーは山田勝康委員長はじめ、笠原会員・福嶋

（昭）会員・八木会員・（吉冨会員）と私でしたが、実際、

出席率の良い少数の委員が行っています。できればメ

ンバーを増やして頂き、タクトを振る側が元気に触れる

ような環境にして頂ければと思います。 



会報委員会               佐々部宣宏委員長 

本年のスタートは天野会員・坂巻会員・高栁会員・平山

会員・福嶋（浩）会員と私の６名のスタートでしたが、福

嶋（浩）会員が休会ということで、途中から宮下会員に

加わって頂きました。今年は週報のメール配信をスター

トし、２８名の方に登録頂いております。本年度はテスト

ということでスタートしましたが、次年度以降も続けてい

ければ良いと思います。今年の分については私がホー

ムページをアップし、週報や会員増強のパンフレットを

載せています。今の時代情報を発信することが必要な

ので、是非次年度以降も続けて行ければと思います。 

 

これより司会進行は北見会長により進められました 

 

職業奉仕委員会             大井和子委員長 

自らの職業を通じて、関係するところに奉仕するという

『職業奉仕』ですが、実質的な今期の活動はこれからに

なります。『我らの生業』という歌にある通り、私たちの

職業は様々ですが、目指すところは共通しているのが

ロータリアンなのではないでしょうか。つまり、価値観を

共有し、その価値観を実現するための職業倫理につい

ても共有すべきところが多々あるものと考えます。これ

を受け、今期の職業奉仕委員会では、同じクラブのロ

ータリアンの職業奉仕観を改めて披瀝して頂き、そこか

ら学ばせて頂き、自らの職業奉仕観に還元させ、実践

につなげて頂きたいという狙いを立てました。また、新し

い会員が増える中で、四大奉仕の一つである職業奉仕

について、 ご理解を深めて頂けるのではないかという

狙いもあります。これから、卓話の時間を活用し、委員

長のほか、３人の方にお願いし、職業奉仕観をお話頂く

ことになります。これにあたっては、プログラム委員会、

研修委員会のご理解を頂き、実現することを申し添え

ます。 是非、この卓話時間を通じて、それぞれの職業

奉仕観に触れて頂き、更にご自身の職業奉仕観を確

固たるものにできる一助となるよう、願っております。 

社会奉仕委員会               瀧文博委員長 

前期は大岡川清掃へ参加致しました。区役所のプラン

ター植え替えは今後区役所で行うことになりました。後

期はチャリティーマラソンを社会奉仕事業として大々的

にやっていきたいと思っております。 

国際奉仕委員会            山野井正郎委員長 

退会された山田勝康会員の口利きで、セブポートセンタ

ーＲＣとの橋渡しをして頂いておりましたので、月額５０

０円（年間６０００円）のお金を頂いておりますが、このよ

うな事業をこのまま小池さんを通じて出来るのか、いろ

いろな問題を抱えたと共に、影響が出てくるのではない

かと思います。 

青少年奉仕委員会            根本雄一委員長 

前期は少年野球大会・少年剣道大会・少年サッカー大

会にトロフィーの寄贈等致しました。今期交換留学生は

おりませんが、次年度受け入れの予定です。共に頑張

っていきたいと思います。 

ロータリー財団委員会          平山滋也委員長 

前半はＲ財団委員会の活動はあまりできませんでした。

メンバーは櫻井会員・民谷会員・福嶋浩之会員（休

会）・山田勝康会員（退会）と私でしたので、実質３名で

す。Ｒ財団はプロジェクトを立ち上げるのに地区補助金

を使う方、グローバル補助金を使う方がいます。参加し

やすいのは地区補助金ですが、３０００ドルまでの奉仕

事業プロジェクトを立ち上げることが出来ます。そのプ

ロジェクトの申請時期が通常の年度開始と時期がずれ

るため、次年度のＲ財団委員長と相談し、横浜港南ＲＣ

として社会奉仕プロジェクトを立ち上げたいと考えてい



ます。米山の寄付と同様に、後半はＲ財団への寄付も

積極的に行って頂けますよう皆さんのご協力をお願い

致します。 

米山記念奨学委員会          高栁良作委員長 

半期過ぎましたが、受け入れている奨学生のデルバさ

んにはイベント等に来て頂き、会員の皆さんと交流を図

ることが出来ていると思います。卓話でＤＶＤをご覧頂

き活動について皆様に周知して頂きました。ただ、デル

バさんは学校の授業が忙しく通常例会にはなかなか参

加出来なかったのですが、徐々に時間が出来てきたと

いう事なので、後半は一度ご本人にお話して頂く機会

を設けさせていただければと思います。又、米山チャリ

ティボックスには皆様にご協力頂いております。引き続

きお願い致します。 

会計                      山田哲也会員 

積極的な活動計画に基づき作成された予算を遵守し、

会費等クラブ資金の収入、及び支出の厳正な取扱いと

記録につとめます。会費は年額\330,000円であり、これ

を7月及び1月に\165,000円ずつ徴収いたします。支出

は全て役員の承認にもとづき振り込み払いを原則。月

間の収支実績は月初の理事会で報告します。決算に

ついては、監査人によって厳正な会計監査をうけます。 

 

◎ ニコニコボックス      青柳民朗親睦委員 

 

青柳民朗会員 

  会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

宮下賢会員 

  チャリティーマラソンの練習で３キロ走ったら筋肉痛

です。 

 

 

高栁良作会員 

  本年もよろしくお願いします。チャリティーマラソン頑

張ります。 

 

坂巻照代会員 

  今日は神戸からのお客様をお迎えするため、早退さ

せて頂きます。彼も２３年前の被災者です。 

佐々部宣宏会員 

  ２３年前の今日は阪神淡路の震災でした。油断しな

いようにしましょう。 

海野俊彦会員 

  本日はクラブ協議会です。よろしくお願いします。 

  新年賀詞交換会等忙しいと思います。体調管理ご

注意下さい。 

福嶋昭会員 西山俊雄会員 

  本日はクラブ協議会です。よろしく。 

平山滋也会員 

  あっという間の半期でしたね。後半も頑張りましょ

う。 

根本雄一会員 

  『ご当地キャラクターに年賀状を送ろう！』キャンペ

ーンのご協力をありがとうございました。『ねもけん』

７３枚でした。 

瀧文博会員 

  チャリティーマラソンご協力ありがとうございます。 

お陰様で多数の参加を頂けることになりました。 

応援に来て頂ける方がいらしたら、是非来て下さい。

宜しくお願い致します。 

 

◎次週の予定 

１月２４日(水) 18:30～ 『北京飯店』 新年夜間例会 

 

◎会報               高柳良作会報委員 


