第 2131 横浜港南ロータリークラブ週報
2018．7．11．[水] 第 2359 回例会報告
◎司 会
豊場ＳＡＡ委員
◎ロータリーソング
『港南友愛の唄』
◎ソングリーダー
細井順子合唱委員
◎ｹﾞｽﾄ 第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ南ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 下山清隆様

◎会長報告
①西日本豪雨で亡くなられた方のご冥福を祈り、黙とう
をささげたいと思います。
この西日本豪雨では１５８人の方が亡くなり、１人行
方不明、避難されている方は１万人です。青少年交
換学生のカミラさんからもお見舞いのメールを頂きま
した。当クラブとしても援助できることは考えていきた

◎出席報告
会 員 数 出 席 者 出席率
数
33(6)名 24(6)名 72.7%
（ ）内は出席免除会員数

横尾博之出席委員
前回
修正率
84.3%

前月
平均率
85.6%

◎親睦委員会(今週のお祝)
海野俊彦親睦委員長
＊ 配偶者誕生日祝

上 杉 美 穂 様(２５日)
平 山 多 美 子 様(２６日)
ニコニコボックス本日合計
３４，０００円
ニコニコボックス 累 計
８７，０００円

◎米山チャリティボックス
上杉順一米山記念奨学委員
櫻 井 富 雄 会 員 佐々部宣宏会員
高 栁 良 作 会 員 橋 浦 重 己 会 員 ４名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
４，０００円
米山チャリティボックス累計
１４，０００円

いと思います。行政の対応を問題視する見方も出て
いますが、前日の天気予報で数十年に一度の豪雨
と注意を発信していました。様々な情報を自分で判
断して行動することが必要だと思います。
②郵便局からのお知らせです。西日本の郵便物に遅
延が発生しております。又、沖縄宛は台風の影響で
船が欠航しており、かなり遅れが出ています。
③７月７日港南区学童野球大会の表彰式に山野井会
員・豊場会員・天野会員・青柳会員にご協力頂き、
３位までの４チームにメダルの授与を行いました。
④昨日、拡大増強セミナーに参加しました。８年で会員
数４２名から１２０名と３倍に増やした、大宮西ＲＣの
前会長高橋様の講演をお聞きし、取り入れるべき点
が多々あると感じました。要点は実行あるのみです。
全会員に一人２名の候補者を出して頂き、勧誘のポ
イントは、ＲＣは奉仕の実践と親睦が大きな目的だが、
相互扶助というビジネスチャンスがあるという点を説

明し、ビジネスの話はタブーという概念を外し、異業

その役割は、クラブ奉仕の各委員会が相互に情報を共

種や世代を超えた経営研修を実施、増強委員長を

有化し、積極的な活動を展開することにあります。会員

複数年継続などの取り組みをしたという事です。クラ

減少気味の昨今、クラブの効果的な運営を通じて、地

ブの課題達成のヒントを得た部分がありましたので、

域社会により多くの奉仕が提供できるよう、会員を増強

皆さんご協力をお願いします。

して強固な体制を作って行かなければなりません。そ

⑤本日はガバナー補佐下山清隆様をお迎えしてのクラ

のためには、クラブ内の親睦を深め、魅力ある卓話を

ブ協議会です。今年度の各事業方針のご理解を深

企画し、出席率の向上や新旧会員の融和を図る諸活

めて下さい。

動(炉辺会合や勉強会等)を実施して行きたいと思いま
す。

◎幹事報告

会場監督委員会

①クラブ基盤管理委員会

例会が秩序正しく品位を保ち明るく和やかな雰囲気で

７月１９日 宮下会長と私で出席致します。
②本日は下山バナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会
です。どうぞ宜しくお願い致します。

阿曽輝彦委員長

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

◎委員会報告
①プログラム委員会

金処理します。食事の無駄がないようお願いします。
佐々部宣宏委員長

会員増強選考委員会

上半期の予定を回覧しています。

山田哲也委員長代理根本雄一委員

７月１８日（水）飯島会員 『ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ』

ロータリークラブは会員の維持及び増強はクラブ活性

８月 １日（水）キリンビール横浜工場長

化の源であり、クラブの力、組織の力になります。現在

９月１２日（水）高良パストガバナー

会員維持と増強を図るため、クラブ全会員で勧誘活動

１９日（水）米山奨学生 デルバさん
１０月１０日（水）米山学友 宋宇さん(帝京大学講師)

を実施し、クラブ会員がお互い楽しい価値観を共有でき
る意義あるクラブづくりをしたいと思っています。
出席委員会

◎ 『ガバナー補佐協議会』

市川敏明委員長

クラブ例会の出席はロータリアンとしての義務です。職
業奉仕や親睦活動に繋がる義務でもあります。欠席予
定はあらかじめ、欠席予定表に申告して頂く。又は月
曜日午前中までに事務局へご連絡をお願いします。や
むを得ず欠席の場合は、メーキャップに努めて頂く。無
断欠席の場合はペナルティを頂きます。メーキャップの
仕方がわからない方はご相談下さい。出席率向上のた

『下山ガバナー補佐』

め、ホーム出席率 100％の方を発表します。

本日は皆さんのスタートのお話を伺うため参りました。

研修・広報委員会 北見丈治委員長代理櫻井富雄委員

金子がバナーは本日から公式訪問をスタートされ、今

会員のニーズを把握し、それらを踏まえてロータリーの

月は１２クラブ回る予定です。教育者なので非常に穏や

理解を深める研修会を開催し、入会３年未満の会員に

かな方です。こちらには７月２５日に訪問されますので、

会員相互の交流やロータリーの歴史、綱領、活動、人

多数の皆様の出席をお願いします。

生哲学を通じてロータリーを正しく理解できる研修会(勉
強会)炉辺会合等を開催します。また、他のロータリー

司会進行は橋浦クラブ奉仕委員長より進められました

クラブへのメーキャップツアーを開催し、情報交換・交

クラブ奉仕委員会

流に努めてまいります。 これらの活動が会員の増強

橋浦委員長

クラブ奉仕委員会は奉仕活動の根幹をなすものであり、

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

司会進行は宮下会長により進められました
佐々部宣宏委員長

職業奉仕委員会 尾形達也委員長代理青柳民朗委員

本年度は宮下賢会長の活動方針の主旨である、会員

ロータリーの根幹をなす職業奉仕(価値や意義、職業倫

が参加できる奉仕活動、会員増強、出来ることは自分

理、実践等)について学び、自己の職業を論理的、道徳

たちで行おう、これらを卓話の中で実践出来るような卓

的に発展、向上させ、さらには社会に発信することを目

話を考えています。各月間に関連する卓話やパストガ

的に、横浜市教育委員会研修課の夏季民間企業研修

バナー、元会長経験者の卓話を計画し、ロータリー情

に伴う、教職員企業派遣研修の受け入れ企業を増加さ

報を積極的に会員に提供します。特に入会３年未満の

せる。そして、会員の企業や仕事についての理解を深

新会員にはまだまだ情報が足りないので、会員増強と

め、自己の職業のより一層の発展に役立てることがで

共に新会員をフォローアップしていきます。奉仕活動を

きるよう、会員及びその関係先へ職場の訪問や活動内

検討する題材にもなるので、港南や横浜に関連する卓

容や具体的な取り組みを紹介する機会を作ります。

話を計画し勉強します。良い卓話・例会をすることが会

社会奉仕委員会

員の維持と増強につながることを認識し、積極的に卓

奉仕活動を通じた学びから、各自の資質向上を目指し

話者を紹介し、又素晴らしい卓話者がいらしたらご紹介

ます。また、地域社会に貢献できる奉仕活動の実現。

ください。

魅力あるクラブ作りを進めていきます。今年は従前の

親睦委員会

海野俊彦委員長

高栁良作委員長

活動に加え、お金を出すだけではなく、自分たちで社会

今年度は創立５０周年に向けて奉仕活動の源になるニ

奉仕活動を行っていきたいと考えています。そして、障

コニコの寄付を積極的に働きかけて参ります。活動とし

害者の方を積極的に採用している企業の視察や地域

ては、第１週は会員誕生日祝、第２週は会員入会記念

のイベントにボランティアで参加する等やっていきたい

日祝、第３週は配偶者誕生日祝とします。

と思います。

親睦移動例会として、８月２２日『じゃのめや』移動例会。

国際奉仕委員会

９月２６日『霧笛楼』創立記念家族例会。１２月１９日『ニ

活動計画書に記載されている通りです。セブ・ポートセ

ューグランド』クリスマス家族例会。１０月１７日～１８日

ンターロータリークラブとの共同事業・支援事業として、

の親睦旅行は三浦半島方面へ、現地集合・現地解散

ストリートチルドレンへの給食補助・識字率向上等の補

で全員参加を目指します。

助金、会員一人月額 500 円年間 6,000 円については継

合唱委員会

続いたします。雨水を飲料として暮らしている村や学校

豊場建伍委員長代理細井順子委員

櫻井富雄委員長

例会の始めに、全員でロータリーソングを合唱すること

への井戸掘り事業。ロータープラスト事業として、口唇

により、会を盛り上げ、ロータリー精神の高揚を図り、

口蓋裂の子供への医療を米国より医師団を召致し、外

和やかな楽しい例会の雰囲気作りをしていきます。

科手術を施します。今年は１０月２日から約２週間行わ

合唱の指揮は原則的に交代制。年度初めと年の初め

れます。奉仕の喜びを会員の皆様が平等に分かち合う

に『君が代』を斉唱。会員誕生日祝いは全員でバース

「元気なクラブ」を目指したいと思います。

デイ・ソングを斉唱します。

ロータリー財団委員会

会報委員会

大橋三郎委員長

笠原孝雄委員長

Ｒ財団の使命は活動計画書に書かれています。Ｒ財団

会報はクラブの記録保持・例会の議事録。又、外部

の主な仕事は、会員の皆様に寄付金を促すことです。

から来られた方にお配りします。本年より基本的に

２０１６～１７年度はＲ財団が創立１００年を迎えました。

メール配信とます。昨年からメール配信を行ってお

今まで寄付された補助金の総額は３０億ドルを上回っ

りましたが、昨年度は紙の会報を作成することが目

て、世界の何百万人という方を支援して来ました。地区

的でした。本年は希望者のみ(９名)を事務局で印刷

としても財団の更なるご寄付の上乗せをお願いしたい

しお渡しします。昨日、新年度の会報２号分をメー

という事でした。年次基金寄付一人当たり１２０ドル以

ル配信致しました。何かご意見がありましたらお聞

上。ベネファクター(１０００ドル以上) １名以上。ロータリ

かせ下さい。

ーカードのご利用を是非お願いします。１１月のＲ財団

月間に元グローバル奨学生の竹内陽介さん（立命館大

『宮下会長』

学講師）に卓話を依頼しようと思っています。

お褒めの言葉、温かいお言葉、非常にハードルの高い

米山記念奨学委員会

目標のお題を頂きました。理事会で協議しながら頑張

西山俊雄委員長代理上杉順一委員

っていきたいと思いますので、下山ガバナー補佐、ご協

本年度は昨年に続き世話クラブとなっているので、奨

力をお願いしたいと思います。

学生と会員の交流が深められるよう、奨学生による卓

それでは本日のクラブ協議会を終ります。有難うござい

話の実施や過去に世話した学友と連絡をとり、活躍ぶ

ました。

りを会員に紹介します。寄付の呼びかけを行うと共に、
『米山チャリティボックス』などによって、寄付の増進を

◎ ニコニコボックス

図ります。

第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ南ガバナー補佐 下山清隆様

青少年奉仕委員会

瀧文博委員長

恒例の剣道大会・サッカー大会・野球大会の協賛を進
めていくと同時に、今年度は青少年交換委員会を兼務

海野俊彦親睦委員

本日クラブ協議会に参加させて頂きます。よろしくお
願い致します。
宮下賢会長

しています。青少年交換学生を受け入れますが、委員

西日本豪雨で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申

だけではなかなか体制が整わないので、クラブ全員と

し上げます。

共に協力し進めていきたいと思います。

第２５９０地区第５グループ南ガバナー補佐下山清

総評

隆様ようこそいらっしゃいました。

下山ガバナー補佐

会員増強委員会について、来年は創立５０周年という

本日はクラブ協議会です。今年度の方針についてご

事なので、出来れば４０名程を目標に皆さん頑張って

理解ください。

頂きたいと思います。

大井和子幹事 橋浦重己会員 佐々部宣宏会員

会報委員会について、事務局から会報を頂きました。

海野俊彦会員 高栁良作会員 山野井正郎会員

非常に読みやすいので継続して頂ければと思います。

豊場建伍会員 笠原孝雄会員 小後摩重正会員

青少年交換委員会について、今年は交換学生の受け

櫻井富雄会員 飯島直人会員 青 柳 民 朗 会 員

入れをされるので、非常に大変だと思います。ホストフ

横尾博之会員 市川敏明会員

ァミリーが大変な場合２～３ヶ月お世話して下さる方を

国際ロータリー第５グループ南ガバナー補佐下山清

用意していますので、会長から話がありましたら対応致

隆様ようこそいらっしゃいました。 本日のクラブ協議

します。

会ご指導よろしくお願い申し上げます。

国際奉仕委員会について、グローバル補助金が３００
万円位まで出ますので、是非挑戦して頂きたいと思い
ます。
その他の委員会について、マンネリにならないようにク

八木禧昭会員
下山ガバナー補佐を歓迎して。
前回入会祝いを頂きましたので。
平山滋也会員 上杉順一会員

ラブ運営をして頂きたいと思います。創立４９周年です

ガバナー補佐下山清隆様ようこそいらっしゃいました。

ので、昨年の事をつないでいて、だんだんマンネリにな

配偶者誕生日祝いを頂き有難うございました。

っていくと会員減少・活性化のないクラブになっていき

細井順子会員

ます。是非新しい事を付け加えて何かやって見るように

暑い日が続きます。

して頂きたいと思います。

本日はクラブ協議会で豊場合唱委員長の代理を務

横浜港南クラブより地区委員を３名出して頂き有難うご

めさせて頂きます。よろしくお願いします。

ざいます。お礼を申し上げます。
今日は有難うございました。２５日にはガバナーと一緒
に参ります。どうぞよろしくお願い致します。

◎次週の予定
７月１８日(水) 飯島会員 『ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ』
◎会報

小後摩重正会報委員

