
 

第 2111 横浜港南ロータリークラブ週報 
2018．2．7．[水]  第 2339回例会報告 

 

◎司 会              海野俊彦ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング  『君が代』『四つのテスト』 

◎ソングリーダー        笠原孝雄合唱委員 

◎出席報告            山田哲也出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

35(6)名 29(4)名 87.9% 90.9%  79.0% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

2/5 理事会 

   北見丈治会員 大越雅也会員 阿曽輝彦会員 

大井和子会員 大橋三郎会員 尾形達也会員 

   瀧  文博会員 宮下 賢会員 

１月１００％出席者 

青柳民朗会員 阿曽輝彦会員 市川敏明会員 

    上杉順一会員 海野俊彦会員 大井和子会員 

大越雅也会員 大橋三郎会員 小後摩重正会員 

北見丈治会員 櫻井富雄会員 豊場建伍会員 

西山俊雄会員 福嶋  昭会員 山野井正郎会員 

横尾博之会員 

 

◎親睦委員会(今週のお祝) 大井和子親睦委員 

＊配偶者誕生日祝      櫻井恵子様(１６日) 

＊会 員 記 念 日 祝     大越雅也会員（１１日） 

 ニコニコボックス本日合計  １９，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ９３０，１００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 

天野憲二会員 坂巻照代会員 佐々部宣宏会員 

民谷佳子会員 平山滋也会員 宮下賢会員 ６名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ６，０００円 

米山チャリティボックス累計  １２５，０００円    

 

◎会長報告            

①大越幹事は本日出張の為欠席です。 

②チャリティマラソン 

２月１０日（土） ９時集合 臨港パーク『特設テント』 

応援や写真を撮って下さる方は是非いらして下さい。 

終了後にお疲れ様会を行います。これは社会奉仕の

事業なので参加費を全員分負担します。当初一部を

当クラブで負担する予定でしたが、会員外の方が２０

数人参加されます。今後クラブに興味を持って頂くな



どあるかも知れませんので、全額をクラブで負担する

ことが理事会で決まりました。 

③５月２３日（水）の夜間例会は桜木町から屋形船に乗

ります。会員の配偶者の方も是非ご参加下さい。 

④職業奉仕の夜間例会をこの会場(リヴァージュ)で２・

３・４月と３回行います。通常の例会だと１８：３０から

１時間ですが、夜間例会なのでお酒も用意しますし、

卓話について皆さんにお話を伺いたいので、お時間

にゆとりをもってご参加ください。アルコールを飲まれ

る方は公共交通機関でお越しください。 

⑤地区より私宛に次年度ロータリー平和センター委員

の委嘱状が届いております。 

⑥昨年１２月２２日に大塚さんの御主人様がご逝去さ

れました。ご本人の希望で香典その他、全て辞退し

たいという事です。ご報告のみさせて頂きます。 

 

◎幹事報告              

 なし 

 

◎委員会報告  

①プログラム委員会           阿曽輝彦委員長 

 ２月 ７日（水） 山野井会員５０周年フォーラム 

    １４日（水） 阿曽会員 

２月２1日(水)→２０日（火）へ例会変更 １８：３０～ 

『ﾛｰｽﾞﾎﾃﾙ横浜』第７ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会 

会費６千円 

    ２８日（水） １８：３０～大井会員『リヴァージュ』 

３月 ７日（水） 瀧会員 

１４日(水)→１７日（土）ＩＭに例会変更 

『はまぎんホールヴィアマーレ』 

     ２１日（水） 休会 

２８日（水） １８：３０～橋浦会員『リヴァージュ』 

４月 ４日（水） 福嶋（昭）会員 

   １１日（水） 伊藤様（外部卓話者） 

②Ｒ財団委員会                平山委員長 

２０１８～１９年度地区補助金のプロジェクト募集要項

について、４月２５日までに申請すると５月半ばに審

査を受けます。採用されると３０００ドルまで補助金が

出ます。地元地域社会のみならず、区内・海外にお

けるロータリー財団の使命に沿ったプロジェクトも補

助金の対象になります。（実施年度の前年度後半）プ

ロジェクトの案がありましたら、お知らせください。 

 

◎『５０周年ﾌｫｰﾗﾑ』  山野井正郎実行委員長 

 

 

 

 

皆さんに資料をお配しましたが、創立４０周年記念時

のものを基準として作成させて頂きました。 

はじめに日程を決めます。来年の９月１４日（三連

休）か２８日のどちらかにしたいと思います。三連休で

ない９月２８日（土）場所は『ロイヤルホール横浜』にて

行いたいと思います。 

４０周年時は１６時から式典、１７時から祝賀会という

流れでしたので、そのように予定して頂きたいと思いま

す。 

創立５０周年記念役員・実行委員会（案） 

会      長  根本雄一 

幹      事  尾形達也                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

実行委員長  山野井正郎 

実行副委員長  橋浦重己、阿曽輝彦、大橋三郎 

           樋口一樹 

相 談 役   小後摩重正、高森政雄、林田利治 

           福嶋  昭、八木禧昭 

・総務委員会 〇橋浦重己、青柳民朗、海野俊彦 

櫻井富雄、高栁良作、瀧 文博 

豊場建伍、西山俊雄、根本雄一 

・会報委員会 〇阿曽輝彦、天野憲二、上杉順一 

          大越雅也、尾形達也、北見丈治 

坂巻照代、平山滋也、宮下 賢 



            （全員で協力） 

・記念誌委員会 〇大橋三郎、市川敏明、大井和子 

小後摩重正、笠原孝雄、横尾博之 

佐々部宣宏、福嶋浩之、細井順子 

・財務委員会  〇樋口一樹、民谷佳子、山田哲也 

・事務局       大塚樹美 

 

創立５０周年記念 役員・実行委員会 

各委員会の活動計画役割分担について 

・総務委員会 

① 受付・司会・式典の内容 

② 案内・プログラムの作成とデザイン 

③ 来賓・招待者・記念品・胸花・名札 

④ 記念事業については、会長・幹事、実行委員会の

意向を考慮（寄付及び表彰者等） 

⑤ 腕章・襷 

⑥ 登録料 

⑦ 記念祝賀会メニューの内容及び立食・椅子席・メイ

ンテーブルの配慮・検討 

⑧ 記念祝賀会の進行内容の検討 

⑨ 出席者数の集計により、食事・飲み物等の種類、

数量の決定 

・会場委員会 

① 会場の確保と設営計画について 

② 会場、内外の看板について 

③ 会場内の接客、サービスについて 

④ 救護 

・記念誌委員会 

① 創立５０周年の記念誌発行に際して、クラブの経過、

変遷、記録などの資料を集める 

② 内容の検討 

③ 編集方針を決め、会場での記録・記念スナップ写

真等を撮る 

④ 記念誌作成業者 

⑤ 必要な原稿依頼と原稿入手作成とりまとめ 

⑥ 割り付け、校正、編集後記、発行部数の決定 

⑦ 来賓・招待者等への発送（お礼状を添えて） 

・財務委員会 

 ５０周年記念事業に関する収支決済・会計監査等 

 

50周年に当たり、3年間会費を増額して頂いております

が、会員数が減り予算が足りないので、もう一年追加し

て頂き、4 年の計画で作成しました。3 年で 370 万円な

ので、宮下年度で一年間皆さんに浄財延長して頂けれ

ば、約 70万円プラスになり440万円になります。ご了解

を頂きたいと思います。 

 

決算及び計画書（案） 

40周年決算 50周年予算(案) 

ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙ横浜        1,606,059     1,600,000 

アトラクション          200,000       200,000 

記念品              446,250       450,000 

寄付 Ｒ財団 10万〇 

米  山 10万〇 

南  高 10万○    350,830       400,000 

(社会福祉協議会 5万)            （○の寄付） 

地域貢献事業費 10万○    

                        500,554         487,782 

ソーラー時計寄贈                ﾌﾟﾗﾝﾀｰ寄贈 

永年在籍者表彰  9名    154,585   ( )名 150,000 

プログラム 200部 

40周年記念誌 200部     926,385      900,000 

案内状印刷・ﾊｶﾞｷ代 100部    

写真代                   0       20,000 

諸雑費・記念誌発送代     215,825       200,000 

 合   計       4,400,488     4,407,782 

 

(金額詳細） 

ロイヤルホール横浜の料理について、地区ガバナー・

ガバナー補佐・地区会長・幹事や横浜港南台 RC 等招

待客を含めます。 

（40周年 142席料理 138名分） 

（50周年案 140席 135名分） 

アトラクションはジャズバンド 50,000円×4人 

記念品は４０周年の時計でした。 

（40周年 3,000×153ケ） 

（50周年案＠3,000×150ケ） 



寄付について、今年度南高校について寄付するかは委

員会で検討して頂きますようお願いします。 

前回は港南中央地下鉄階段付近にソーラー時計を寄

付しました。今回は既に港南区役所入り口にプランター

を寄付しております。 

地域貢献事業１０万円は、来年５０周年をやる時に港

南区役所も区政５０周年を行いますので、ロータリーと

しては何かしら関連事業が出てくると思います。その為

に予算枠をとっておきたいと思います。 

永年在籍者について、予算をとっておりますが委員会

の方で検討して頂きたいと思います。 

写真代については、記録を撮っていくということで、皆さ

んにお配りしたいと思います。 

削減や増やす等いろいろあると思いますが、ご検討

頂きますようご提案申し上げる次第です。 

 港南区５０周年記念事業としては『明るく元気ひまわ

り港南』という、今年の賀詞交歓会の中で、子供を中心

として考えたらどうかという話もあります。３月に入りま

したら、港南区の５０周年事業について発表があるので

はないかと思います。 

横浜港南台 RC ではスリッパ卓球大会を商店街で催し

ているという事です。お金の掛からないものなので是非

取り入れて欲しいと思います。 

各委員会でこれはやったほうが良いという地域貢献事

業の案がありましたら、詳細を決めて頂ければと思い

ます。 

 私の方から会員数が減って予算が足らないので、もう

一年延ばしてもらえると４４０万円になりますので、皆様

ご承認いかがでしょうか。 

拍手有難うございます。会員が減らないよう皆さんご協

力頂きたいと思います。 

今日はご提案させて頂きましたが、時間となりました

ので、ここまでとします。皆さん有難うございました。 

◎ ニコニコボックス       大井和子親睦委員 

櫻井富雄会員 

  配偶者誕生日祝を頂きましてありがとうございます。 

佐々部宣宏会員 

  ２月１０日のチャリティマラソンに参加します。 

高栁良作会員 

  山野井会員の卓話を楽しみにしております。 

  今週末のマラソン頑張ります。 

海野俊彦会員 

本日の食事は牛兵衛です。初の定例会の食事です

のでご意見下さい。 

山野井会員の卓話を楽しみにしております。 

平山滋也会員 

  寒い日が続きますが、来週さえ乗り越えれば春は一

気に来ます。もう少しですので頑張りましょう。 

市川敏明会員 

  ５０周年記念行事フォーラム、山野井委員長ご苦労

様です。早く暖かくなって欲しいですね。 

  西山俊雄会員 

  雪はもう欲しくはないですね。早く花見がしたい。 

坂巻照代会員 

  臨時収入１７００円ありましたので、ちょっと色を付け

て。 

青柳民朗会員 豊場建伍会員 小後摩重正会員  

民谷佳子会員 林田利治会員 福嶋昭会員  

宮下賢会員 

  山野井会員の卓話を楽しみにしております。 

 

◎次週の予定 

２月１４日(水) 阿曽輝彦会員 

◎会報                宮下賢会報委員 


