
第 2129 横浜港南ロータリークラブ週報 
2018．7．4．[水]  第 2357回例会報告 
 
◎司 会            阿曽輝彦ＳＡＡ委員長 
◎ロータリーソング   『君が代』『奉仕の理想』 
◎ソングリーダー      豊場建伍合唱委員長 
◎ゲスト    港南区剣道連盟会長 大堀 浩様 
 
◎出席報告            飯島直人出席委員 
会 員 数 

                    
出 席 者     

数                     
出席率 前回 

修正率 
前月 
平均率 

33(6)名 26(5)名 78.8% 100%  85.6% 
（  ）内は出席免除会員数 
 
◎親睦委員会(今週のお祝) 

海野俊彦親睦委員長 
＊ 会 員 誕 生 日 祝    
高栁良作会員(５日 )・飯島直人会員(７日 ) 
瀧文博会員(１３日)・大越雅也会員(１９日) 
高森政雄会員(２２日)・西山俊雄会員(２３日) 
橋浦重己会員(２６日)   

 ニコニコボックス本日合計 ４０，０００円 
ニコニコボックス 累 計 ４０，０００円 

 
◎会長報告            
①米山功労者マルチプルが授与されます。 
第３回マルチプル 櫻井会員・豊場会員 
第４回マルチプル 天野会員 
第８回マルチプル 市川会員 

②山野井会員に茜会の助成金をお渡しします。 

③ロシアで開催されているサッカーＷ杯で、日本はベス

ト１６で終了しました。ハリルホジッチ監督から西野監

督に交代した理由は『監督と選手のコミュニケーショ

ンと信頼関係が薄れている』と。西野監督は『俺は世

界を知らない。お前達が知っていることを教えてくれ』

と選手と共に戦う姿勢を鮮明にし、気持ちを一つにま

とめたそうです。私は小さな組織をまとめていると社

員の気持ちと離れた指示を出しがちですが、コミュニ

ケーションを一層取る努力をしようと思いました。 

④本日 18：30～のクラブ協議会に山田哲也会員が出

席できないため、後ほど会計監査・会員増強の報告

をして頂きます。 

⑤７月１１日のガバナー補佐訪問協議会と２５日のガバ

ナー訪問はネクタイ・上着着用でお願いします。 

⑥８月９日に青少年交換留学生のプレスト・カミラさん

（フランス）が来日します。ホームステイ先は佐々部

会員(2 ヶ月)・私(4 ヶ月)・横浜南ＲＣ(６ヶ月)です。横

浜学園高等学校の１年生となります。予算を多めに

計上していますが、かなり費用が足りなくなります。

一人約 26,000 円の特別徴収をお願いする可能性が

あります。金額は最終計算後に別途正式にお願いし

ます。 

⑦休会制度を設ける件と大越会員の休会は先日のフ

ォーラムで承認頂きました。休会制度は定款に織り

込み、総会で決議する予定です。大越会員には人頭

分担金他約１３万円を負担頂きますが、ご本人にも

了解を頂きました。 

⑧西山会員より、１ヶ月間例会に参加できないと連絡を

頂きました。米山委員長の業務は坂巻会員と私で代

行予定です。 

⑨有志でセブポートセンターＲＣへ行って参りました。 

皆様、帰りにお土産をお持ち帰り下さい。 

⑩港南区剣道大会にトロフィーを寄贈します。 

７月２９日（日） ９時～ 『港南スポーツセンター』 

当日は是非ご観覧下さい。 



◎港南区剣道連盟会長 大堀 浩様より 
毎年この時期にトロフィーを頂きにお邪魔しております。

今年は第４９回大会で、来年は５０周年となり、趣向を

凝らしてやる予定です。今後とも宜しくお願い致します。 

 

◎幹事報告 

①７月２日に第１回目の理事会を行いました。 

・ 親睦委員会より、夜間例会について。 

・ プログラムについて、次週はガバナー補佐訪問協議

会（終了予定１４：３０）です。本日は２部構成で、  

18：30～クラブ協議会です。活動計画書と細則をお持

ち下さい。 

・会員増強より、元会員のご家族をお誘いする。（成井

さん・林田さんのご家族等） 

・プロクラム委員会、今年度会員増強を目的として、７０

万円の予算を計上し、ＲＣに興味を持ってもらう為、大

規模な講演会をしたいとのことで計上しています。 

・予算案について、クラブ協議会で説明があります。 

・各委員会よりクラブ協議会で説明してもらいますが、  

昨年は外部卓話者の謝礼はありませんでしたが、本

年度はクラブより謝礼をお渡しします。 

・親睦委員会のお祝いについて、第４週目の私の記念

日は廃止します。 

・休会制度について。 

・地区の変更点として、委員長会議を個別に行っていた

のを統合し、新名称はクラブ基盤管理委員会です。出

席対象者は会長及びクラブ戦略委員長・広報公共イメ

ージ向上委員長・研修委員長・クラブ奉仕委員長・雑

誌委員長の中から１名、合計２名が出席です。１回目

は 7/19・２回目は 8/23です。 

・ 国際奉仕・職業奉仕・社会奉仕委員長会議はクラブ

奉仕活動部門委員長会という名称に改めます。出席

について、この３名の中から１～２人出席。（10/9） 

②『縁日と映画の夕べ』の協賛金の領収書を本日お渡

ししました。ご協力有難うございました。 

 

◎委員会報告  
①クラブ協議会報告            山田哲也会員 

本日夜の例会は欠席の為、報告させて頂きます。 

・会員増強選考委員会        

 現在３４名の会員維持と増強を図る為、クラブ全会員

で勧誘活動を実施します。年次会員数目標は３６名と

書かれていますが３５名です。入会のしおりを活用し

全会員に協力をお願いしたいと思います。 

・2017～1８年度会計報告          

 活動計画書のＰ30～32 に記載されている通り、一般

会計・特別会計は概ね健全な財政であったと思いま

す。森田先生から頂いた音声録音をお聞き下さい。 

 『森田税理士より』 

 ２０１７～１８年度の作成された帳簿及び決算書につ

いて、通帳・領収書等・帳票書類との照合・使途の確

認など、多岐にわたり詳細に監査を実施致しました。

この一年間は支出を抑え、極力無駄を省く努力をされ

てきた印象があります。収支の内容としては、違法・不

適切な点・指摘すべき点は特に見当たらず、全て適法

に処理記載されていると認め、監査報告書に署名押

印致しました。 

②お知らせ                山野井正郎会員 

・ 三遊亭歌司師匠            

７月６日(金)２時～『賑わい座』にいらっしゃいます。 

入場料 2,000円。是非いらしてください。 

・大岡川クリーンアップ 

８月５日(日)９時半～１１時、是非ご参加下さい。 

・港南区野球大会 

 ７月８日(日)９時～『港南台南公園』 

上大岡はやぶさ×日野南レッドフォックス(決勝戦) 

メダル授与は１０時～ 

・港南警察からの依頼で、港南区暴力団排除対策委員

会が６年ぶりに再開します。一口 3,000円です。 

④前年度社会奉仕委員会       瀧文博前委員長 

 ７月２８日『縁日と映画の夕べ』について、前年度末に
承認頂き、高栁社会奉仕委員長に引き継ぎます。 

⑤社会奉仕委員会            高栁良作委員長 

７月２８日(土) １時半集合 場所 『桜岡小学校』  

『縁日と映画の夕べ』にて、焼き鳥屋を行います。ご

都合の良い方は是非ご参加下さい。 

⑥前年度親睦委員会          尾形親睦委員長 

最終例会時に発表出来ませんでしたので、ニコニコ

優秀賞の発表と記念品をお渡しします。 

市川・坂巻・西山・橋浦・宮下各会員 ５名 

 

◎『会長年頭所感挨拶』       宮下賢会長 

 

 

 

 

 

 

２０１８-１９年度会長を務めさせて頂く宮下です。一

年間よろしくお願いします。 

私は、昭和３４年１１月生まれ、亥年の射手座で、現

在５８歳です。平成２０年７月に入会し、今月末で１０年

になります。２０１５-１６年度福嶋浩之会長の時に幹事

を務めさせて頂きました。その時にはじめて地区の幹

事研修を受け、ロータリーの初歩を学びました。昨年、

会長研修で、ＲＩのテーマと金子ガバナーの地区方針の

説明を受けました。 

本日は、今年度の国際ロータリー、地区の方針説明と

私の想いを話させて頂きたいと思います。 



国際ＲＣ会長のバリー・ラシンさんはバハマ出身の方

で病院経営を行っていたそうです。１９８０年にイースト

ナッソーロータリークラブに入会されています。バハマ

はアメリカのフロリダ半島の南に位置し、イギリス連邦

の 1つで立憲君主制の独立国です。００７のサンダーボ

ール作戦の海中シーンの撮影がされたほど美しい海の

ようです。 

バリー氏はインタビューの中で『公共イメージの向上と、

ロータリーのインパクトを広げるためのデジタルツール

の活用に力を入れたいと考えています。ロータリークラ

ブが行っている良いことを知っている人なら、それに加

わりたいと思うでしょう。関心のある全ての人がロータリ

ーの使命を支える活動に参加出来るよう、参加や入会

を促進する新しい方法を考えなければなりません。ロー

タリーの可視性を高めれば、より多くの人に入会の魅

力を伝え、世界中で多くの良いことを実現しているこの

会員制組織を支えることができます』。と話ています。 

次に、第２５９０地区金子大（ゆたか）ガバナーは、横

浜中ＲＣ出身で横浜学院の理事長をされています。 

国際ロータリーの今年度テーマは、｢インスピレーショ

ンになろう｣です。ＲＩ会長は『ロータリーの奉仕は、人び

との人生、そして地域社会を変えるものです。真に変化

を生み出す奉仕をもっと実現するために、私たちは、ロ

ータリーでの自分の役割、そして世界におけるロータリ

ーの役割を、これまでとは違う角度でとらえる必要があ

ります。公共イメージにもっと重点を置き、ソーシャルメ

ディアを活用して会員基盤を築き、 奉仕のスケールア

ップを助長してくれるパートナー組織に注目してもらう

必要があります。より持続可能な影響をもたらす大きな

プロジェクトに力を注ぎ、ロータリー年度や任期を超え

た活動の研究と計画に時間を費やす必要があります。

一番大切なのは、前向きな変化を生み出し、私たちが

今日直面する課題に勇気と希望、そして創造性をもっ

て正面から立ち向かう意欲を、クラブ、地域社会、そし

て組織全体から引き出すための「インスピレーション」と

なる必要があるのです』。 

ポール・ハリスが述べたように「ロータリーは、世界平

和の縮図であり、国々が従うべきモデル」です。私にと

って、ロータリーは、単なる「モデル」ではなく、インスピ

レーションです。ロータリーは、可能性を指し示し、そこ

に到達する意欲を引き出し、行動を通じて世界の「イン

スピレーションになる」ための道を拓いてくれるのです 

ここでいうインスピレーションとは、「思いつき」とか「ひ

らめき」という意味ではなく、「鼓舞する人」「激励する

人」という意味だと思います。要約すると、ロータリアン

のよい活動を、多くの人に知ってもらうためにソーシャ

ルメディアを活用し、ロータリーに興味を持ってもらい仲

間を増やして、もっと大きな良い活動を行っていくという

ことだと思います。更に、「ロータリー賞」に挑戦しなさい

と言っています。目標を設定し、ＷＥＢで管理報告出来

ることが必須条件で、３つの追加項目のそれぞれ３つ

が達成できれば対象になります。 

次に地区方針をお話します。 

テーマは：それぞれが輝くロータリー 

サブテーマ：自らの行動でクラブの可能性を拡げよう 

①魅力あるロータリークラブ創りに向けて変革に取り組

みましょう 

当クラブは月 4 回の例会に限定し、5 回目は休会とし

ます。港南台は月３回とするなど、各クラブで柔軟な

例会運営を検討しています。 

②会員増強とクラブ拡大に努めましょう 

当クラブの純増目標は＋１になります。 

③公共イメージと認知度の向上を図りましょう 

ＲＣセブポートセンターや交換留学生を送り出すフラ

ンスのＲＣオバーギュのＳＮＳを見ると外へ向けての

広報充実していることを感じます。 

④ロータリー財団に対するご理解とご寄付のお願い 

目標 ・年次基金寄付 一人当たり １２０ＵＳドル以上 

      ・恒久基金寄付 （ベネファクター） 

会員５０名以下のクラブ１名以上 

      ・ポリオへの寄付一人当たり ５０ＵＳドル以上 

⑤ロータリー米山記念奨学事業へのご理解とご寄付の

お願い 

  目標 ・普通寄付    一人当たり  ５,０００円以上 

      ・特別寄付    一人当たり ２０,０００円以上 

       合   計    一人当たり ２５,０００円以上 

これらを踏まえて今年度の私が考えることを皆様にお

伝えしたいと思います。先ずは、当クラブの現状認識で

す。当クラブ会員数の推移は１９９７年から２００３年ま

であった減少トレンドが、２０１１年から再現されていま

ます。この傾向は当クラブだけのことではありませんが、

ひまわりＲＣクラブが解散したことを考えると、自分たち

のこととして全員が危機感をもって考えなければならな

いことだと思います。特に来年は５０周年のイベントを

迎えますので、いろいろな方に興味をもって頂ける良い

チャンスだと思います。 

次に、費用面ですが、今年度の次期繰り越し予算は

特別会計では１００万円台に突入してしまいます。勿論、

交換留学生を受け入れるために使用することもありま

すが、会員数の減少も大きく影響していると思われます

ので、５０人体制の活動を見直す必要もあるのではな

いかと思います。ということで、３つの課題があると考え



ています。 

会員数の維持増加では、外部卓話者を事前に佐々

部委員長が頼んでくれています。是非お友達・知人を

お誘い下さい。参加型の奉仕活動を検討していきます

ので、奉仕体験も出来るようなことがあれば行いたいと

思っています。 

お金をかけない活動では、今まで外部に頼んでいた

作業を自分たちで行動することで、多少の経費削減に

結びつけていきたいと考えています。具体的には、活

動計画書作成や週報のメール化などを行います、この

他に出来ることがあれば、取り組みたいと思います。 

ロータリアンの自覚とは、抽象的ですが、私は今まで

あまり真剣に自分の寄付したお金がどのように使われ、

どんなことに貢献しているのかを気にしていませんでし

た。むしろ義務として、言われるままに拠出していたよう

に思います。逆に、寄付や奉仕活動をより具体的に知

ることで自覚が芽生えて行くのではないかと思います。

様々な機会を通じて皆様にお知らせしたいと思います。 

これらを踏まえて、自分の一年間の行動基準を３つに

まとめてみました。 

①まず、出来ることは自分たちでやってみる 

  ・自分たちで出来ることはやる 

  ・本当の意味を知るために 

②まず、聞いてみよう 

  ・RIや地区に質問してみよう 

  ・会員の声や要望 

  ・外から見た横浜港南ロータリーとはどんな姿 

  ・先輩から後輩から 

③まず、行動しよう 

  ・知り合いに声をかけよう 

  ・他クラブへ出かけてみよう 

  ・お金だけじゃない体を使った奉仕活動ができたら 

  ・ＲＩや地区などの奉仕活動に参加してみよう 

この基準で２０１８-１９年度の委員長をはじめチームと

して行動したいと考えていますので、皆様のご協力をお

願いします。  

次に具体的活動目標及び予定プログラムです。 

①新会員２名に入会して頂く 

  ・会員が友人・知人を同伴しやすいクラブ活動の 

   実施 

  ・退会者の方にもう一度お誘いしてみる 

（成井さん・林田さんご家族等） 

②R財団寄付・米山奨学金事業の理解を深める 

  ・寄付の成果を明確にする 

  ・寄付者をたたえる 

③米山奨学生・交換留学生と共に成長する 

  奨学生 デルバ アブドシュクルさん （2年目） 

  留学生 PRESUTTO,Camille さん  （8月～1年間） 

④５０周年記念事業の準備を山野井委員長・根本エレ

クトと相談しながら行います。 

最後に皆様にお願い事があります。 

２０１８-１９年度チームは会員皆さんのためにクラブ活

動を企画運営していきます。しかし、会員お一人おひと

りがゲストであり、プレーヤーです。是非、お一人１名以

上のお友達、知人を例会にお誘い下さい。また、そのた

めにプログラム委員長に早い段階から手配して頂いて

おります。いろいろな方を卓話にお呼びし、プログラム

に組み込んでいます。このような話が聞けるのでお誘

い頂く。お誘い頂くには我々チームの委員に何が足り

ないか、率直に言って頂きたいと思います。是非お一

人おひとりが例会にお誘い頂ければと思っています。

一年間頑張りますのでどうぞ宜しくお願い致します。 

 
◎ ニコニコボックス    海野俊彦親睦委員長 
宮下賢会長 

２０１８～１９年度会長として精一杯務めます。一年

間よろしくお願いします。 

港南区剣道連盟会長大堀浩様ようこそいらっしゃい

ました。 

大井和子幹事 

いよいよ新年度です。どうぞよろしくお願いします。 

橋浦重己会員 

宮下会長・大井幹事の船出をお祝いします。一年間

よろしくお願いします。 

配偶者誕生日祝いを頂きまして有難うございました。 

高栁良作会員 瀧文博会員 飯島直人会員 

今年度もよろしくお願い致します。 

会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

高森政雄会員 

２０１８～１９年年度横浜港南ロータリークラブ宮下賢

会長・大井和子幹事・役員一同の門出を祝して。 

会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

豊場建伍会員 

  米山功労者賞を頂きました。 

山野井正郎・横尾博之・福嶋昭・小後摩重正・青柳民朗 

細井順子・上杉順一・坂巻照代・市川敏明・笠原孝雄 

佐々部宣宏各会員 

宮下新会長就任おめでとうございます。大井新幹事

一年間よろしくお願いします。 

海野俊彦会員  

新年度よろしくお願い致します。親睦委員長として一

年担当致します。頑張ります。 
◎次週の予定 
 ７月４日(水) １８：３０～ クラブ協議会 
◎会報              尾形達也会報委員 
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◎司 会             笠原孝雄ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング        『四つのテスト』 

◎ソングリーダー     豊場建伍合唱委員長 

◎ゲスト         米山奨学生 デルバさん 

 

◎出席報告           飯島直人出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

33(6)名 22(5)名 68.7% 87.5%  85.6% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎親睦委員会(今週のお祝) 青柳民朗親睦委員 

＊ 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 １３，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ５３，０００円 

 

◎米山チャリティボックス     

坂巻照代米山記念奨学委員 

青柳民朗会員 上杉順一会員 海野俊彦会員 

大井和子会員 坂巻照代会員 佐々部宣宏会員 

高栁良作会員 橋浦重己会員 宮下賢会員 ９名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 １０，０００円 

米山チャリティボックス累計 １０，０００円    

 

◎会長報告            

①米山奨学生のデルバさんに奨学金をお渡しします。 

 『デルバさんより』 

 

 

 

 

 頂いたお金は国家試験対策予備校の費用にさせて

頂いております。頑張ります。 

②今日、７月４日はアメリカ合衆国が１７７６年にイギリ

スから独立した日です。法廷の休日、『インディペン



デンスデイ』。トーマスジェファーソンが起草したアメリ

カ独立宣言はジョージワシントンによって発せられま

した。 

 

◎幹事報告 

①クラブ協議会宜しくお願い致します。 

 

◎委員会報告  

 なし 

 

◎ 『クラブ協議会』          宮下賢会長 

 

これよりクラブ協議会を行います。今年度クラブ活動計

画書は我々で作成致しました。入力は週報作成者の方

にして頂き、印刷・製本を私達で行いました。業者の方

が作成したものとは若干品質が違うと思います。又、中

身はチェックしましたが、誤字脱字がありましたらご容

赦ください。ご協力頂いた方、本当に有難うございまし

た。 

 

 

 

司会進行は橋浦ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長により進められました 

クラブ奉仕委員会は奉仕活動の根幹をなすものであ

り、その役割は、クラブ奉仕の各委員会が相互に情報

を共有化し、積極的な活動を展開することにあります。 

 会員減少気味の昨今、クラブの効果的な運営を通

じて、地域社会により多くの奉仕が提供できるよう、会

員を増強して強固な体制を作って行かなければなりま

せん。 そのためには、クラブ内の親睦を深め、魅力あ

る卓話を企画し、出席率の向上や新旧会員の融和を

図る諸活動(炉辺会合や勉強会等)を実施して行きたい

と思います。魅力あるクラブ、楽しいクラブ、誇りの持て

るクラブそして権威も備わっているクラブを目指してま

いりたいと思います。 

会場監督委員会             阿曽輝彦委員長 

活動計画書に記載されている通り、例会が秩序正しく

品位を保ち明るく和やかな雰囲気で進行出来るように

配慮し、来訪者、来賓に良い印象を与えるように努力し

ます。会員は事務局に例会の２日前（月曜日）３時頃迄

に連絡なく欠席した場合は、予算の都合上食事代

2,500円を提供して頂き本会計に入金処理します。閉会

前に次週，次々週の予定を連絡致します。 

会員増強選考委員会          山田哲也委員長 

（前回の例会時に発表して頂きました） 

出席委員会                市川敏明委員長 

ロータリークラブは出席が義務です。職業をお持ちの方

の集まりなので、仕事上欠席もあると思いますが、食事

の都合がありますので、出来れば予定を申告して頂き

たいと思います。そして、メーキャップについて、わから

ない場合は会長経験者の方とご一緒されると行きやす

いと思います。横浜港南台ＲＣは今年から昼だけでなく

夜間もあるようです。 

研修・広報委員会 北見丈治委員長代理櫻井富雄委員 

他クラブと交流を持つよう活動計画の中にメーキャップ

ツアーを開催し情報交換・交流に努めることを私が研

修委員１年目の昨年実行致しました。今期も是非実行

していきたいと思います。そういったことが結果として、

会員の増強や退会防止に繋がると考え、会員の皆様

の為になるよう努力してまいります。 



プログラム委員会           佐々部宣宏委員長 

本年度は宮下賢会長の活動方針の主旨である、会員

が参加できる奉仕活動、会員増強、 出来ることは自分

たちで行おう、これを卓話の中で実践します。  

各月間に関連する卓話やパストガバナー、元会長経験

者の卓話を計画し、ロータリー情報を積極的に会員に

提供し、会員の維持と増強につなげます。 

奉仕活動を検討する題材にもなるので、港南や横浜に

関連する卓話を計画し勉強します。年内の卓話者はほ

ぼ決まっていますが。来年以降の会員卓話については、

これから皆さんのご紹介、又は、ご希望があればプロ

グラム委員にお申し出下さい。 

親睦委員会                海野俊彦委員長 

親睦活動を通じてクラブの活性化と仲間意識の向上を

図り会員間の友情深めることを目的とし、ロータリーの

活動をご家族の理解・協力を得られるよう、魅力ある親

睦活動を図ります。第１週 会員誕生日祝、第２週   

会員入会記念日祝、第３週 配偶者誕生日祝とします。 

親睦移動例会として、８月２２日『じゃのめや』移動例会。

９月２６日『霧笛楼』創立記念家族例会。１２月１９日『ニ

ューグランド』クリスマス家族例会。１０月１７日～１８日

の親睦旅行は三浦半島方面へ参りますので是非ご参

加お願いします。創立５０周年に向けて奉仕活動の源

になるニコニコの寄付を積極的に働きかけます。 

合唱委員会                豊場建伍委員長 

例年通りですが、橋浦さんに以前ＣＤを編集して頂いた

ものがありますので、今年はそれを全部歌います。活

動計画書の２番に記載されている『君が代』斉唱ついて、

月初めと書かれていますが、年はじめに修正をお願い

します。年度の初めと年の初めの２回斉唱します。 

会報委員会                大橋三郎委員長 

大越会員が休会されますので、基本的に６名で行い

ます。会報はクラブの記録保持・例会の議事録とな

ります。又、外部から来られた方に配り、当クラブ

の内容を理解して頂きます。昨年は紙の会報がメイ

ンで、メールは補助的でしたが、今年はメールが主

で紙は補助(希望者のみ)となります。 

 

司会進行は宮下会長により進められました 

職業奉仕委員会  尾形達也委員長代理青柳民朗委員 

ロータリーの目的は４つありますが、３つ目に、『ロータ

リアンひとり一人が個人として、又、事業及び社会生活

において日々奉仕の理念を実践すること』と書かれて

います。これに基づいた活動方針として、ロータリーの

根幹をなす職業奉仕について学び、自己の職業を論理

的、道徳的に発展、向上させ、さらには社会に発信する

という活動方針です。横浜市教育委員会研修課の夏季

民間企業研修に伴う、教職員企業派遣研修の受け入

れ企業を増加させる。会員の企業や仕事についての理

解を深め、自己の職業のより一層の発展に役立てるこ

とができるよう、会員及びその関係先へ職場の訪問や

活動内容や具体的な取り組みを紹介する機会を作りま

す。 

社会奉仕委員会             高柳良作委員長 

内容は活動計画書に記載されている通りですが、今年

はお金を出すだけではなく、皆さんで参加する社会奉

仕活動を行っていきたいと考えています。今までの活

動に加えて、障害者の方を積極的に採用している企業

の視察及び同社の製品を購入するという形の支援を尾

形職業奉仕委員長と協議しております。又、地域のイ



ベントにボランティアで参加する等いろいろやっていき

たいと思います。 

国際奉仕委員会             櫻井富雄委員長 

年に２回セブポートセンターＲＣを訪問して連携を深め

ていこうと思います。第１回目は６/１５～１９日、パカさ

んの会長就任式に宮下会長に行って頂きました。２回

目は１０月はじめにロータープラスト(口蓋裂の手術）が

ありますので訪問します。セブポートセンターＲＣとは 

１０年以上の付き合いなので、若い方にも是非ご参加

頂き、海外との奉仕活動を続けていきたいと思います。 

ロータリー財団委員会          笠原孝雄委員長 

林田さんがご逝去されましたので、委員は福嶋昭さん

と福嶋浩之さんと行っていきます。昨年ロータリー財団

は創立１００年を迎えました。今まで寄付された補助金

の総額は３０億ドルを上回って世界の何百万人という

方を支援して来ました。地区としても財団の更なるご寄

付をお願いします。ベネファクター (１０００ドル以上)   

１名以上。ロータリーカードのご利用を是非お願いしま

す。 

米山記念奨学委員会 

西山俊雄委員長代理上杉順一委員 

活動計画書に記載されている通り、奨学事業の理解促

進として、会員の事業への理解を促すため、米山月間

などに関係プログラムを企画します。寄付増進として、

毎月、地区米山記念奨学委員会から送付される寄付

金明細表で寄付金動向を把握し、寄付額が前年度を

下回らないように努めます。本年度は昨年に続き世話

クラブとなっているので、奨学生と会員の交流が深めら

れるよう、奨学生による卓話など積極的に実施します。 

 

青少年奉仕委員会             瀧文博委員長 

剣道大会・サッカー大会・野球大会の協賛は例年のよ

うに行います。青少年交換委員会を兼務してまいりま

す。これは委員だけでなく、クラブ全員の協力を得てや

っていきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

会計                      山田哲也委員 

（前回の例会時に発表して頂きました） 

 

『宮下会長』 

本日はガバナー補佐訪問協議会の予行演習ということ

で一通り確認させて頂きました。これでクラブ協議会を

終わります。有難うございました。 

 

◎ ニコニコボックス     青柳民朗親睦委員 

宮下賢会長 

 所信表明をお聞き頂き有難うございました。 

 会員入会記念日祝を頂きましてありがとうございまし

た。 

大井和子幹事 橋浦重己会員 天野憲二会員  

平山滋也会員 櫻井富雄会員 高栁良作会員  

 クラブ協議会です。宜しくお願い致します。 

坂巻照代会員 

 来週お休みさせてください。 

海野俊彦会員 

 クラブ協議会宜しくお願い致します。 

 デルバさんようこそいらっしゃいました。 

 

◎次週の予定 

 ７月１１日(水) ガバナー補佐訪問協議会 

◎会報          大橋三郎会報委員長 


