
 
第 2135 横浜港南ロータリークラブ週報 
2018．8．15．[水] 第 2363回例会報告 
 
◎司 会            笠原孝雄ＳＡＡ委員 
◎ロータリーソング   『それでこそロータリー』 
◎ソングリーダー       天野憲二合唱委員 
◎ｹﾞｽﾄ 青少年交換留学生 ｷｬﾐｱ・ﾌﾟﾚｽﾄさん 
 
◎出席報告         市川敏明出席委員長 
会 員 数 

                    
出 席 者     

数                     
出席率 前回 

修正率 
前月 
平均率 

33(7)名 15(3)名 62.0% 90.9%  87.1% 
（  ）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 
＊ 配偶者誕生日祝        笠原シヅエ様(２９日) 
 ニコニコボックス本日合計 １８，０００円 
ニコニコボックス 累 計 １８７，０００円 

 
◎米山チャリティボックス  

坂巻照代米山記念奨学委員 
小後摩重正会員 大井和子会員 坂巻照代会員 
佐々部宣宏会員 宮下賢会員 ５名 
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ５，０００円 
米山チャリティボックス累計 ３７，０００円    

 
◎会長報告            
①今日８月１５日は終戦記念日です。これが定められ

たのは１９６３年池田内閣の時に閣議決定されました。

今憲法九条の議論が活発になっていますが、我々

一人ひとりが平和について真剣に考えなくてはいけ

ないと思います。 

②理事会の報告を致します。 

・根本会長エレクトより、港南区区政５０周年のイベント

について、９月１２日の例会に参加し、説明をしたいと

いうことです。山野井委員長と連携し進めて頂きま

す。 

・大越会員と西山会員の休会が理事会で承認されまし

た。１５万円を負担して頂きます。 

・８月５日大岡川クリーンアップに参加しました。山野井

会員・橋浦会員・豊場会員・天野会員の奥様・高栁会

員・山田会員と私が参加しました。 

・８月９日キャミアさんが来日したので迎えに行きました。

佐々部会員のお宅で面倒を見て頂いております。 

８月１６日から日本語学校。９月３日から高校へ通い

ます。 

・高森会員から出席免除会員の申請がありました。条

件を満たしておりますので、８月から出席免除会員と

なります。 

・９月１２日は高良パストガバナーの卓話となります。良

いお話が聞けると思いますので、ご友人をお誘い下

さい。本を配布しますので、是非ご一読ください。 

・櫻井会員より紹介して頂いた入会候補者の小笠原さ

んは、理事会で承認されましたので回覧したいと思

います。持ち株会社の社長をされていますので、非

常にお忙しい為、例会の出席は困難な状況です。し

かし、夜間例会やゴルフの親睦会など出られるとき

は参加されます。イニシエーションスピーチはお話し

て頂きます。 

③後ほど、山野井会員より大岡川灯篭流しについて、



ご案内があります。お時間のある方は是非ご参加く

ださい。 

 

◎幹事報告 

①後ほどクラブ基盤管理セミナーの報告を会長と共に

させて頂きます。 

 

◎委員会報告  
①大岡川灯篭流し            山野井正郎会員 

  昨年は雨で出来なかったので、昨年作ったものを主

体に流します。数が少ないので、６時ごろに来て頂き

灯篭を書いてお手伝いにご参加ください。 

②創立５０周年記念について     山野井正郎会員 

  ９月１２日(水)夜『ゆめおおおか２階管理組合会議

室』にて、５０周年の基本方針など決めたいと思いま

す。区役所には既にプランターを寄付していますが、

お花の多少の寄付は必要かと思いますので対処し

ていきたいと思います。 

③親睦委員会                青柳民朗委員 

 来週は『じゃのめや』で親睦移動例会です。皆さん出

席宜しくお願い致します。 

 

◎青少年交換奨学生キャミアさんよりご挨拶 
 
 
 
 
 
皆さんこんにちは。私の名前はキャミア・プレスト          

です。フランスのマルセイユから来ました。１６歳です。

日本料理が大好きです。家族は両親と兄の４人家族で

す。マルセイユはフランスの南にある港町です。人口は

８０万人です。日本に来る前は少し心配でした。でも今

はとても楽しいです。ホストファミリーはとても親切です。

お母さんは時々日本食を作ります。日本食はカツ丼が

美味しかったです。最後に、私は日本で 1年間勉強しま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 『地区会議報告 拡大増強セミナー』 

山田哲也委員長代理宮下賢会長 
 

７月９日『ソシア２１』にて拡大増強セミナーが行われ

ました。 

金子ガバナーの挨拶では、前年度に比べて地区の

会員数は２３名減。集計途中なので更にマイナスが増

える見込みということです。地区の目標は５０名未満の

クラブは純増１名、５０名以上のクラブは純増２名でお

願いします。従来のクラブ運営にとらわれないクラブ運

営をして下さい。そして、新しい職業、女性、若い世代、

熟年世代、ロータリーファミリーなどに取り組み拡大・増

強に努めて欲しいというお話でした。 

大宮西ＲＣの講演とグループディスカッションを行い

ました。大宮西ＲＣの概要をご説明します。 

【所在地域】さいたま市  

【設立】１９６３年３月２２日(昭和３８年３月２２日) 

創立後５５年経過 

【加盟承認】１９６３年７月１５日(昭和３８年７月１５日) 

【ホストクラブ】大宮ロータリークラブ 

【例会日時】毎週月曜１２時半から１時半 

【創立メンバー】３０名 

【会員数】１２０名(２０１８年６月２０日現在) 

【会場】パレスホテル大宮３階(チェリールーム) 

【活動例】 

・青少年交換留学生の海外派遣と受け入れ 

・ロータリー財団基金への寄付により、海外大学留学

生の送り出し 

・米山記念奨学会基金への寄付により、海外からの留

学生を支援  

・「書き損じハガキ」の回収で、日本ユネスコ協会『寺子

屋運動』に協力 

・国内外各地の大災害に対し、見舞金・援助物資を贈

呈  

・ＪＲ大宮駅西口広場に時計塔を寄贈 

・埼玉県立大宮ろう学校・のばら祭を継続支援 

 今年も埼玉県立特別支援学校大宮ろう園の『のばら

祭』バザーに協力 

・難病「ポリオ」撲滅の寄付金 

・旧大宮市「少年剣道大会」紫紺の大優勝旗を寄贈 

・ラオス難民の援助に対し、国際ロータリーより名誉あ

る「会長賞」を受ける 

・米国ピッツバーグ大学の日本文化教室建設資金の一

部を贈呈 

・カンボジア、アンコール小児病で通院する、母子のた

めの支援事業  



【会員数の推移】 

 ２０１０年 7月  ４２名  

２０１１年 7月  ６６名 

２０１２年 7月  ７９名 

２０１３年 7月  ８５名 

２０１７年 7月 １０８名 

２０１８年 6月 １２０名   

急速に会員数を伸ばしています。 

【２０１０年の頃の現状】 マンネリ化。奉仕活動は前年

踏襲型。会長経験者多数。 

２０１１年 高橋さんは会長就任にあたり、下記の目標

達成に取り組むなら会長職を受けると言い、その時か

ら拡大が始まったそうです。 

高橋会長は、増強は理論ではなく実践と掲げ、次のよ

うに具体的に取り組みました。 

・ビジョン 地域 NO.1 クラブになる 

目標設定 ５０周年に会員数を 100にする(３年で倍) 

個人目標 会員 1人が２名以上の紹介をする 

新会員はもう一人を紹介をする 

・具体的取組み 

入会候補者２名を提出徹底(提出していない人は例会

で名指し、提出状況の報告を要求) 

会長、増強委員会での候補者徹底フォロー 

会長自身の関連企業徹底誘致 

銀行からの紹介 

戦略委員会の継続 

増強委員長の継続(高橋さんが会長就任後５年間)  

・増強の３本の矢 

奉仕・親睦が活動の基本 

異業種交流、経営研修、経営者研修の実施 

定期的な経営情報交歓会(飲み会も含む) 

年に２回、軽井沢での経営研修(希望者) 

ビジネスチャンス(相互扶助)会内のビジネスチャンス

を否定しない 

クラブの変化(活性化) 平均年齢が６３歳から５２歳に 

家族会員の参加増加 

今後、増強に終わりなし(世代交代をしても戦略委員

会で中長期目標を設定し実行する組織に)委員会、部

活への経済的補助導入。委員会をベテランと若手を

組み合わせて育成と親睦を継続する。 

 

継続的なビジョンは戦略として持っていないと継続的な

活動は出来ないのかと強く感じました。今後、理事会で

当クラブも戦略委員会を作っていきたいと思っています

ので、是非皆さんのご協力をお願いします。 

 

◎『地区会議報告 クラブ基盤管理セミナー』 

 大井和子幹事 
 

７月１９日のクラブ基盤管理セミナーの報告を致しま

す。 

今年度からいくつかの委員会が集まり、名称がクラブ

基盤管理セミナーに変わりました。当日は挨拶から始

まり、後半はグループ討議となりました。 

テーマは『魅力あるロータリークラブづくり』です。 

各ロータリークラブからは主に会長・幹事が出席して

いました。今年度の活動計画書に記載されている会長

挨拶部分を持って来るようにとのことで、私もいくつか

のクラブの会長挨拶を拝見致しました。 

 グループ討議が終わっての率直な印象は、戦略委員

会を作るべきだということです。第５グループ南の中で、

横浜港南ＲＣ以外のクラブは戦略委員会を持っていま

した。どのクラブも戦略委員会は持つべきであると断言

されていました。 

先ほどの会長の話の中でも、会員増強も強調されて

いましたが、会員が増えれば収入も増えるし、出来る活

動も増える、だから会員増強をしなければいけない事

はわかっています。しかし、私の気持ちの中では、会員

増強を目的にしてはいけないのではないかと思います。

会員増強を図らなければいけませんが、会員増強を図

るのは何かの目的に向かってやるべきだと思います。

何を目的に会員増強を図るのか、会員増強した先に、

私達は何を描くのか。これを問われているのだと思いま

す。今回のグループ討議のテーマは、『魅力あるクラブ

をつくる』という事でした。横浜港南ＲＣにはどのような

魅力があるのでしょうか。この２５９０地区のクラブは、

かなりのところが２０～３０名規模のクラブが多いので

す。当クラブはおそらく平均的なクラブだと思います。や

っている活動も他とはさほど変わらないと思います。マ

ンネリ化というのは魅力がないという事に直結すると思

います。魅力あるロータリークラブにというものの、魅力

がないから現状がある。これを私たち自身が認識しな

ければいけないと思います。魅力がないから現状があ

るならば、何故魅力がなくなったのか。かつては魅力が

あったのだと思います。魅力があった頃、横浜港南ＲＣ

はどんなクラブだったのだろう。それを是非お聞きした

いと思います。それに応えてくれるのは諸先輩の会員

だと思います。戦略委員会を立ち上げたいと考えてい

ますので、魅力があった頃のロータリークラブについて、

是非ご教示頂きたいと願います。 

具体的に多くのところでは、今期の会長・幹事、次年

度・次々年度の会長・幹事の計６名で構成されることが



多いと聞きました。このようにすると、毎年戦略委員会

の顔が変わるということがないのです。２～３年の間、メ

ンバーが続きますので、継続性が担保されます。これ

であれば、長期戦略を描くのは難しいと思いますが、中

期戦略(３～５年くらい)を描くことは可能だと思います。

これを毎年引き継いでいくことが必要になります。つま

り、戦略委員会の役割は二つあり、今申し上げた戦略

計画の立案。そして、研修の充実。これで戦略委員会

と研修委員会が一緒に連携をしながら、質を高めていく

ことをやっていく必要があるのです。 

事例報告として、瀬谷ＲＣでは Swot 分析を使って、

自分のクラブの分析をしたそうです。Swot は仕事上の、

分析ツールでは非常に有名なもので、ご存知の方は沢

山いらっしゃると思います。この Swot 分析を使ったとい

うことは、なるほどと思いました。強み(Strengths)、弱み 

(Weaknesses)、機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) 

自分のクラブの強みと弱み。どのような機会があるの

か。どんな脅威があるのか分析して、戦略を立ててみ

たということなので、これは一つのヒントになると思いま

す。その上で、Swot 分析をしたり、或いは、問題を分析

する上ではケプトというものもあります。ビジネスツール

を使いながら、横浜港南ＲＣの現状を分析して、可視化

して分析を立てる。という手順を踏んでいくと、より分か

りやすくなって、共有できるのではないかと思いました。

これから理事会では戦略委員会の立ち上げに向けて

検討することと思います。逐次、皆さんにご意見を募り

ながら、戦略委員会を実りあるものに実現できると良い

と思っていますので、是非ご協力お願い致します。 

 
◎ニコニコボックス      青柳民朗親睦委員 
 
宮下賢会長 大井和子幹事 
キャミアさんようこそいらっしゃいました。 

笠原孝雄会員 

配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございました。又、
本日交換留学生のキャミアさんようこそいらっしゃい
ました。日本での生活を楽しんで下さい。 

山野井正郎会員  

今日、終戦記念日。大岡川灯篭流しです。お手伝い
を！ 

留学生キャミアさんようこそいらっしゃいました。 

坂巻照代会員 

先日、齊藤港南区長が弊社にお越しいただき、区の
ホームページに紹介を載せて頂きました。皆様にお
配りしていました「職場の教養」は今回限りとなります。
キャミアさんようこそいらっしゃいました。 

福嶋昭会員 

暑い日が続いておりますが、何とか頑張っておりま
す。 

佐々部宣宏会員 天野憲二会員 

交換留学生のキャミアさんようこそいらっしゃいまし
た。 

海野俊彦会員 

キャミアさんようこそ。日本の生活に馴染んで楽しん
で下さい。 

青柳民朗会員 

キャミアさんようこそ。留学生活が充実したものとな
るようお祈りしています。 

 

◎次週の予定 
８月２２日(水)１８：３０～夜間移動例会 『じゃのめや』  
◎会報             大橋三郎会報委員長 
                                
 
2018．8．22．[水]18：30～第 2364回 例会報告 
 
 今日の夜間例会は伊勢佐木町のすき焼きの老舗『じ
ゃのめや』です。米山奨学生のデルバさん・青少年交
換留学生のキャミアさんも参加され、総勢２３名でした。
会員の皆様は今年の猛暑にも無事耐えましたが、まだ
まだ暑さは続きそうです。すき焼きをたっぷり食べて力
をつけ元気に乗り切りましょう！ 
橋浦会員の乾杯の音頭で和気あいあい楽しい例会に
なりました。 
最後は福嶋昭会員の一本締めでお開きとなりました。
親睦委員の方々、海野委員長、お手配有難うございま
した。お肉もとても美味しかったです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎次週の予定 
８月２９日(水) 休会 

◎９月の予定 
９月 ５日(水) 前月地区会議報告 

(各委員長１０分程度の卓話) 
    １２日(水) 高良ガバナー 

『組織の活性化と戦略的組織づくり』 
     １９日(水) 米山奨学生 デルバさん 
     ２６日(水) 18：30～創立記念家族例会 
                『元町霧笛楼』 
◎会報                大橋三郎会報委員長 


