第 2136 横浜港南ロータリークラブ週報
2018．9．5．[水] 第 2365 回例会報告
◎司 会
阿曽輝彦ＳＡＡ委員長
◎ロータリーソング 『横浜港南ロータリーの歌』
◎ソングリーダー
細井順子合唱委員
◎ﾋﾞｼﾞﾀｰ セブポートセンターＲＣ 小池雅生様
◎出席報告

民谷佳子出席委員

会 員 数 出 席 者 出席率
数
33(7)名 28(4)名 93.3%
（ ）内は出席免除会員数

前回
修正率
78.1%

前月
平均率
88.5%

◎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

小後摩重正会員 坂巻照代会員

佐々部宣宏会員 高 栁 良 作 会 員 民谷佳子会員
宮下賢会員

７名

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

７，０００円

米山チャリティボックス累計

４４，０００円

◎会長報告
①市川会員・櫻井会員にポールハリスフェローが授与
されます。
②今日は国民栄誉賞の日です。１９７７年９月３日に通
算ホームラン数の７５６本の世界最高記録(当時)を作

・８月ホーム出席 100%
青 柳 民 朗 会 員 阿曽輝彦会員
海 野 俊 彦 会 員 大井和子会員
小後摩重正会員 坂巻照代会員
佐々部宣宏会員 豊場建伍会員
宮 下 賢 会 員 横尾博之会員

った王貞治氏が日本初国民栄誉賞を受けて記念日
市川敏明会員
大橋三郎会員
櫻井富雄会員
福嶋昭会員

の国民から敬愛され、夢と希望を与えた人に贈られる
賞』とされています。
③ 理事会の報告を致します。
・ 会場監督委員会
人数が少ない為、福嶋昭会員・細井会員には会場監

◎親睦委員会(今週のお祝)
上杉順一親睦委員
＊ 会員誕生日祝

に制定されました。『前人未踏の偉業を成し遂げ、多く

尾 形 達 也 会 員(６日)
大 橋 三 郎 会 員(１４日)
山野井正郎会員(２０日)
ニコニコボックス本日合計
４５，０００円
ニコニコボックス 累 計
２５２，０００円

督委員会に所属して頂きます。
・社会奉仕委員会
大岡川灯篭流しの協賛金について、５万円が承認さ
れました。
・国際奉仕委員会
１０月５日～８日まで、ロータープラストメディカルミッシ

ョン（口唇裂・口蓋裂の修正手術の手伝い）に、櫻井
委員長・天野会員・平山会員・私が参ります。各２万
円の補助が承認されました。

１０月２４日(水) 東京電力福島原子力発電所
土木事務所長 『東北復興の今』
１２月 ５日(水) 金沢自然動物公園園長卓話

・例会場の会員用レターボックスついて、損傷が激しい
ので購入を検討します。ネットや中古品を含めて価格
を調査します。

来年１月以降の会員卓話について、何か良いものが
ありましたらお知らせ下さい。
②国際奉仕委員会

平山滋也委員

・来週は高良パストガバナーの卓話です。本を読んで

ロータープラストメディカルミッションに宮下会長・櫻井

頂くように提供されていますので、一読しご参加下さ

委員長・天野会員・私で行って参ります。2 万円の補助

い。

についてご承認頂き有難うございます。１３０人位の子

・キャミアさんが９月３日から横浜学園に通い始めまし
た。はじめは不安があったようですが、今は明るく過ご

供達が治療を受けます。1 人３００円位の物を１３０個
ぐらい買ってプレゼントすることを考えています。

しているという事です。

◎ 『地区会議報告 クラブ青少年奉仕委員会』
大井和子幹事

◎幹事報告
①８月２６日第５グループ南のクラブ会長・幹事会の報
告を致します。
・ 交換留学生を受け入れる際、『他クラブにお願いする
件』について、快く了承して頂きました。本年度につ
いては、各クラブ１人当たり 2,000 円のご協力をお願
い出来ることになりました。

８月３日クラブ青少年奉仕委員長会議が行われまし
た。青少年奉仕委員長や会長・幹事が代理で出席とい

◎西山俊雄会員より
家庭の事情で一年間休会させて頂きます。ご了承頂き

う形でした。青少年奉仕で思い出すのは、剣道大会と

有難うございます。

野球大会のメダルやトロフィーです。青少年奉仕には３
つの取り組みがあります。私より先に入会されている諸

◎セブポートセンターＲＣ小池雅生様より

先輩方はご存知だと思いますが、青少年奉仕の３つの

６月のインダクションには沢山の皆さんにおいで頂き有

柱は、インターアクト・ローターアクト・青少年交換です。

難うございました。パカ会長からも大変嬉しく、そして、

それぞれについてどんなことをしているのか実践の報

ドネーションを頂きましたことを感謝申し上げます。１０

告がありました。そして、実践を行うに当たり,]危機管理

月２日～１２日まで、メインプロジェクトのロータープラス

をどう考えるかの話がありました。

トメディカルミッションを行います。私もこれは素晴らし

危機管理について、交換留学生については奨学生

いプロジェクトであり、行っていて良かったと思っていま

を受け入れた際に、その留学生の身に起きるかもしれ

す。宮下会長はじめ数人の方においで頂けると伺いま

ないセクシャルハラスメントやパワーハラスメントがあっ

した。これからも宜しくお願い致します。

◎委員会報告
①プログラム委員会

た時は、速やかに留学生本人に申し出るように話して
ありますが、気づいた人は７２時間以内に地区に上げ

佐々部宣宏委員長

プログラムの変更があった場合皆さんにお知らせし
ていますが、当クラブのホームページの年間予定表
も随時変更していますので、是非ご覧ください。
９月１２日(水) 高良パストガバナー

る事が義務付けられています。
インターアクトについて、中学や高校のボランティア委
員会を支援するというイメージです。
ローターアクトは、１８歳以上３０歳未満の大学生や働
く若者がローターアクトというグループを作って活動しま

『組織の活性化と会員増強について』

す。今日ローターアクトの回覧をしていますが、毎週例

１９日(水) 米山奨学生 デルバさん『学業報告』

会をするとか、毎月何かをするのではなく、回数は少な

いが、自分たちで出来る社会貢献を若者達が考えてい

・クラブの現状と今後(戸村地区クラブ副奉仕委員長)

ます。ローターアクトが終わったら、その後ロータリーク

・クラブ研修とロータリーリーダーシップ研修会

ラブに入会する方もいらっしゃいます。

(半澤地区クラブ奉仕委員)

青少年交換について、実際に２０１７～１８年にかけて

・女性活躍の時代(長戸地区クラブ奉仕委員)

フランスに留学した女子高校生のお話を伺いました。彼

・クラブ雑誌委員会(今村ロータリーの友地区代表)

女はフランス語が全く出来ませんでしたが、一年後に

・２０２０年に向けた日本ロータリーの活動

は日常会話を習得し、いろいろな経験が出来て有意義
だったということでした。

（大塚地区広報公共イメージ向上委員長）
・公共イメージについて(高良パストガバナー)

そして、青少年奉仕の４つ目の柱になる RYLA です。

その中で、２点をご説明します。

若者のリーダーシップを育てる泊まり込みの研修です。

クラブの現状と今後について、ロータリーの友のアンケ

毎年２月の土日に行われています。今回は２月９・１０

ート結果が発表されています。

日と２日間です。皆さんの会社の従業員の方に参加し

*クラブが直面している課題(会員)

て頂きたいという事でした。この研修は実際に災害が

① 会員の高齢化

起きて、自分たちがチームを組んで対応に当たり、グル

② 会員の減少

ープ討議や実技を交えながらやった年もあります。実

③ 出席率の低下

はこの年に私のところから保育士を２人出して非常に

*クラブが直面している課題(クラブ)

学びが多かったと聞きました。

① 活動のマンネリ化

RYLA で若い時代にリーダーシップを身に付けて、組織

② ネットの対応の遅れ

を引っ張ってほしい。ゆくゆくはロータリアンにと期待を

③ 会員に対する研修不足

込めます。このような RYLA という活動も、数年前から

*会員がロータリーを続ける理由

始まっていますので、案内が回って来ましたら、皆さん

① 異業種交流が出来る

会社の従業員の方を 1 人でも 2 人でも出して頂けると

② 生涯の友人・仲間が出来る

有難いと思います。

③ 自己研鑽と成長の機会がある

内容は以上となります。インターアクトに関しては、中

会員の満足度を上げるためにクラブ奉仕活動は重要

学生・高校生の支援となりますので、当クラブでも港南

です。例会と研修のため、国際ロータリーは基本理念

区の中学校や高校でボランティア委員会とか、それに

は変えずに、クラブの自主性を尊重するために２０１６

類するような活動をしているところがあれば、是非、一

年規定審議会では、

緒に活動や支援が可能になると思います。青少年奉仕

会

委員会の中でご検討頂けると大変有難いと思います。

例会運営：月２回以上、ネット例会併用、奉仕参加で

私の報告は以上となります。有難うございました。

費：入会金は任意、会員資格別会費の容認
の出席

会員資格：会員資格の多様性容認(準会員、主婦な

◎ 『クラブ基盤管理セミナー②』

宮下賢会長

ど)
これらの大幅な見直しを行いました。今後のクラブの
活動の改善ポイントの例として
① より良いスピーカー
② プログラムの話題と種類を増やす
③ 親睦にもっと焦点を当てることが重要

８月２３日にホテルキャメロットジャパンでクラブ基盤
管理セミナーパートⅡが開催されました。大井幹事・橋

・公共イメージについて(高良パストガバナー)
公共イメージと認知度の向上の意義と目的

浦副会長・私で参加しました。

ロータリーとはどのような団体か

プログラムの内容は全部で６項目ありました。

他の団体との違いは何か

なぜロータリーは必要とされるのかを伝達していくこ
と。ロータリーの存在理由を知り、奉仕のストーリー
を伝える。これが必要であり、会員増強に役立つ。
会員自体もＲＣの存在理由がわからなければ変革は
もたらされない。(ロータリアンの自覚と行動責任)
国際ロータリーの新しいビジョンがインターネットに載
っていましたのでご紹介します。
『私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自
分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、
人々が手を取り合って行動する世界を目指しています』
高良パストガバナーは新しいロータリーの定義として、
『ロータリーは、会員同士の友愛を通じ生涯に渡る友を
つくり、国や文化を超えて世界の人々と国際理解を深
め友情を育みます。そして、社会の倫理、道徳を高め
ながら、会員一人ひとりの職業スキルやリーダーシップ
を生かし、地域社会や世界の問題に積極的に取り組
む』。これを新しい定義として説明していました。
一人ひとりの会員が、高い職業倫理やスキルを持ち、
例会、親睦、研修を通じ、会員同士がお互いのことを知
り、信頼し、高め合い、助け合いながら友情を育む。
(異業種交流、卓話、研修、親睦、炉辺、外部活動など)
そして、地域社会に高い関心を持ち、より良い地域社
会発展に貢献する活動を行う。(大岡川清掃、青少年ス
ポーツへの協賛など)更に、国際社会にも目を向け、よ
り大きな視点から奉仕活動を行うこと。(ポリオ撲滅、奨
学生、留学生受け入れ、セブとの共同事業など)これら
を受けて、理事会でもお話しましたが、戦略委員会を早
急に立ち上げるために、櫻井・北見・福嶋昭各パスト会
長・根本エレクト・私で打合せをしたいと思います。
将来,当クラブをどのようにしていくか相談し、理事会で
図りながら良い方向にクラブを作っていきたいと思いま
す。ご協力お願い致します。
◎ニコニコボックス

上杉順一親睦委員

セブポートセンターＲＣ 小池雅生様
いつも大変お世話になっております。１０月に行われ
るロータープラストメディカルミッション応援よろしくお
願い致します。
宮下賢会長
セブポートセンターＲＣ小池雅生様ようこそいらっしゃ
いました。１０月にまたお世話になります。

大井和子幹事 市川敏明会員 民谷佳子会員
豊場建伍会員 櫻井富雄会員 平山滋也会員
天野憲二会員 高森政雄会員 佐々部宣宏会員
セブポートセンターＲＣ小池様ようこそいらっしゃいま
した。
西山俊雄会員
久しぶりに出席です。最後に少し時間を頂けたら幸
いです。
会員誕生日祝を頂きまして有難うございます。
尾形達也会員 大橋三郎会員
セブポートセンターＲＣ小池様ようこそいらっしゃいま
した。
会員誕生日祝いを頂きまして有難うございました。
山野井正郎会員
暴力団排除の県民集会の為中座させて頂きます。
会員誕生日祝いを頂き有難うございました。
細井順子会員
今年は過去最大の〇〇というのが多いです。
昨日の台風も関西はかなりひどかったです。気をつ
けていきたいです。
海野俊彦会員
台風一過ひと安心ですが、この秋は注意が必要です
ね。
セブポートセンターＲＣ小池様ようこそいらっしゃいま
した。
福嶋昭会員
台風２１号無事に通り過ぎて本当によかった。横浜
は恵まれております。
坂巻照代会員
米山奨学生夏期レクレーションに参加してまいりまし
た。残念ながらデルバさんが当日発熱体調不良でし
たが、代わりに楽しませてもらいました。
小池様ようこそいらっしゃいました。
小後摩重正会員
先日の夜間例会には橋浦会員に大変お世話になり
有難うございました。
小池様ようこそ。
山田哲也会員
本日早退させて頂きます。
高栁良作会員
欠席が続き大変失礼致しました。
◎次週の予定
９月１２日(水) 高良パストガバナー
『組織の活性化と会員増強について』
◎会報
小後摩重正会報委員

