
 

第 2148 横浜港南ロータリークラブ週報 
2019．1．9．[水] 第 2380回例会報告 
 
◎司 会             細井順子 SAA委員 
◎ロータリーソング   『君が代』『奉仕の理想』 
◎ソングリーダー       天野憲二合唱委員 
◎ゲスト       米山奨学生  デルバさん 
◎出席報告           横尾博之出席委員 
会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

35(7)名 28(6)名 90.3% 93.5%  90.6% 

（  ）内は出席免除会員数 

前月ホーム１００% 

阿曽輝彦会員 市川敏明会員 飯島直人会員 

海野俊彦会員 上杉順一会員 大井和子会員 

大橋三郎会員 小後摩重正会員 笠原孝雄会員 

桜井富雄会員 佐々部宜宏会員 瀧文博会員 

豊場建伍会員 橋浦重己会員 福嶋昭会員 

細井順子会員 八木禧昭会員 横尾博之会員 

宮下賢会員 

 

◎親睦委員会(今週のお祝い) 
上杉順一親睦委員 

＊会員誕生日祝い     細井順子会員（９日） 

平山滋也会員（１０日）・民谷佳子会員（２０日） 

青柳民朗会員（２１日）・石坂潤一会員（３０日） 

＊会員入会記念日祝   坂巻照代会員(７日) 

 ニコニコボックス本日合計 ３６，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ６３２，０００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 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 １２９，０００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。         

② ＲＹＬＡの申し込みについて、青柳さん１名、細井さ

ん２名、櫻井さん２名、合計５名の方にご参加頂き

ます。ご協力有難うございます。 

③ １月５日に港南区賀詞交歓会に参加しました。港南

警察署長と港南消防署長にお会いしましたので、２

月と３月に予定している卓話について、お礼と依頼

を再度致しました。 

④ 後ほど年頭所感挨拶を行いますので、よろしくお願

いします。 

 

◎ 幹事報告 
① 明けましておめでとうございます。一年の半分が過

ぎて折り返しとなりました。残り半期も皆様のご協

力を得ながら進めて参りますので、よろしくお願い

します。 

② １２月２３日横浜南ＲＣのクリスマス会にキャミアさん

と参加してきました。 

③ １２月３０日に私の娘とキャミアさんは原宿に行って

きました。秋葉原などにも興味があるそうです。 



◎委員会報告  

  なし 

 

◎ 『会長年頭所感挨拶』      宮下賢会長 
 

 

 

 

 

 

新年あけまして、おめでとうございます 

２０１９年は平成最後の年です。新しい年号に変わる年

でもあります。５月には１０連休があり、１０月には消費

税が１０％になります。そんな変化の多い年ですが、今

年もご協力をよろしくお願い致します。 

まずは昨年の振り返りをしてみたいと思います。 

２０１８年は、「災（２０１８年の漢字）」の年でした。豪

雨・地震・台風が昨年の象徴的なものであったと思いま

す。 

豪雨災害、７月３日から８日にかけて、台風７号の接

近や梅雨前線の停滞により、西日本や東海地方では

非常に広範囲で長時間の記録的な大雨となりました。

長時間の豪雨により、河川の氾濫や浸水害、土砂災害

が多発し、死者数が２００人を超える平成最悪の豪雨

災害となりました。 

地震災害、６月１８日７時５８分ごろ、大阪府北部を

震源とするマグニチュード６．１の地震が発生。最大震

度６弱を大阪市北区・高槻市・枚方市・茨木市・箕面市

の５市区で観測しました。９月６日３時７分ころに、北海

道胆振地方中東部を震源とした、マグニチュード６．７

の地震が発生しました。 

台風災害、９月のはじめに近畿を直撃した台風２１号、

そして同じ月の月末に再び台風２４号が直撃しました。 

台風２１号は、徳島、兵庫に上陸しながら近畿を縦断、

猛烈な暴風雨によって、大阪など都市部では記録的な

高潮で，関西空港では滑走路などが大規模浸水するな

ど、インフラに大きな被害が出ました。一部が吹き飛ん

だり車の横転が多発しました。 

台風２４号は、首都圏の交通機関が事前の計画運

休を実施したほか、暴風によって巻き上げられた海水

が内陸へ飛散、関東から東海の広範囲で塩害が発生

しました。 

◇国内１０大ニュース 

１位・オウム松本元死刑囚らの刑執行（７月６日） 

２位・日産ゴーン会長を逮捕（１１月） 

３位・財務省が森友文書改ざん、２０人処分（６月） 

４位・西日本豪雨、北海道地震、災害相次ぐ 

５位・安倍首相、「２島先行返還」へかじ（１１月１４日） 

６位・陸自「イラク日報」見つかり公表（４月） 

７位・平昌五輪で最多メダル（２月） 

８位・中央省庁で障害者雇用水増し（６月） 

９位・働き方改革、外国人就労で関連法（１２月） 

10位・日銀が政策修正、金利上昇容認（７月） 

行方不明男子をスーパーボランティア尾畠さんが

発見（８月） 

◇海外１０大ニュース 

１位・米朝が史上初の首脳会談（６月） 

２位・米中貿易摩擦が激化（７月～９月） 

３位・朝鮮半島非核化、南北首脳が合意（４月） 

タイ、洞窟から少年ら全員救出（７月） 

個人的には、２０１８年６月１４日から７月１５日にか

けて、２０１８ＦＩＦＡワールドカップサッカー大会が、ロシ

アで開催され、キャミアさんの母国フランスが優勝、西

野ＪＡＰＡＮは、予想を裏切りベスト１６入り、「大迫半端

ない」が流行語に選出されました。ちなみにカーリング

女子の「そだねー」が大賞。 

２０１８年の当クラブの活動内容を振り返ってみます

と、私の年頭所感挨拶・ガバナー公式訪問・キリンビー

ル工場長神崎さん・高良ガバナー・デルバさん・福島原

発の田所さん等にお話を頂きました。個人的に印象が

残っているのは、親睦一泊旅行です。女性会員の方に

ご参加頂き、最後は皆で横尾さんの部屋で話が出来た

ことは嬉しいことでした。 

２０１８－１９年度当初に掲げたこと 

一年間の活動姿勢 

① でき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  

本当の意味をしるために 

② 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 

③ 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

らいろいろな奉仕活動に参加してみよう 

活動目標 

① 新会員を２人入会していただく  



会員が友人・知人を同伴しやすいクラブ活動  

退会者の方にもう一度お誘いしてみる 

② Ｒ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・交換留学生とともに成長する  

奨学生 デルバさん（２年目）  

留学生 キャミアさん（８月～１年間） 

④ ５０周年記念事業の準備を行う 

６ヵ月の活動姿勢はどうだったか 

掲げたこと 

① できることは自分達で 

② 聞いてみよう 

③ 行動しよう 

行動したこと 

〇 活動計画書の印刷製本を行いました。 

〇 数人の方とＲＣ活動について話してみました。 

〇 紹介者の方と一緒に７名の方に横浜港南ＲＣの魅

力をお伝えしました。 

〇 交換留学生を預かっています。 

・ セブに行って現場を見たり、寄付を実行 

・ 初参加予定の「映画の夕べ」が中止 

活動計画書作成について 

作成日時：６月７日と２３日 

作業内容：武田さんが入力した原稿を印刷・製本 

参加者：橋浦さん、坂巻さん、大橋さん、海野さん、 

青柳さん、大井さん、大塚さん 

大八さんの機器と場所をお借りしました。本当にありが

とうございます。皆様のご協力で１０万円の経費削減が

出来ました。（週報のメール化含む） 

数人の方とＲＣ活動について話してみました 

地区の研修会に参加し、大井幹事と「戦略委員会」の

必要性を強く感じました。そこで、数名の方と横浜港南

ＲＣやロータリークラブを取り巻く環境などについて、個

人的にコミュニケーションを行いました。感じたことは、

問題や課題はたくさんある。知恵や改善で魅力あるク

ラブに変化できる、と多くの方が思っていることを改め

て感じました。形式的な委員会ではなく、実行できるグ

ループが必要だと感じています。 

紹介者の方と一緒に７名の方に横浜港南ＲＣの魅力を

お伝えしました 

・櫻井会員から小笠原様をご紹介頂き、ご入会頂きまし

た。 

・佐々部会員から須藤様をご紹介いただきました。 

・海野会員から、本間様・関場様・吉原様・寺田様をご

紹介頂きました。 

・故成井会員のご子息正光様へ再訪しました。 

 『Weｌcome To our Rotary Club』の活用と、佐々部

委員長が早期に作成いただいた、今年度のプログラ

ム及び HP更新内容で例会へお誘いが出来ました。 

交換留学生を預かっています 

横浜港南ＲＣではホストクラブとして一年間交換留学生

をお世話しています。 

・８月～９月は佐々部さんがホストファミリー。 

・１０月～１月はわが家がホストファミリー。 

・２月～５月は東田さんが預かります。 

・６月～７月宮田さん（横浜南 RCで預かります。） 

感じていること、 

・良い子でよかった。 

・佐々部さんが先に預かってくれて、とても助かりました。

経験者が留学生に日本生活の基礎を教えてもらえる

と、あとが少し楽になる。 

・やっぱり大変でも面白い。 

 気を使いすぎて疲労する、留学性の言葉で夫婦の会

話が成立。日本語の難しさを知る。異文化を知る。普

通ではできない人間関係ができる等。 

・細井さん・大井さんの助けがとてもうれしかった。 

 一日でも１時間でも解放されるとリフレッシュできる。 

６ヵ月の数値目標はどうか 

目標 

① 新会員を１名入会 ２名休会 

皆さんのご紹介、ご協力をお願いします。 

② R財団 

年次基金寄付120＄／人→全員のご協力をお願い

します。  

年次特別寄付１名以上→達成見通し 

③ 米山奨学生事業 

普通寄付５千円以上／人→達成 

特別寄付２万円以上／人→厳しい状況、是非ご協

力をお願いします。 

２０１８－１９年度後半に向けて 

・数値目標をクリアーするために、 

  より多くの方とお会いし、勧誘をしたいと思います 

寄付に対してのご理解を深めて頂く努力をします。 

・デルバさん、キャミアさんの締めくくりの期間です。 

最後まで親身に寄り添い日本を理解してもらう努力を



します。 

・５０周年の準備を、積極的に協力をしていきます。 

・より多くの会員方とＲＣの未来について話し、戦略委

員会の形を作りたいと思います。 

２０１８年－１９年度の後半の予定について 

次のように変更になります。 

・２月２０日（水）休会となり 

→２月２１日（木）１８：３０～ 

第５グループ南合同例会 

・３月 ６日（水）ＩＭ 

・３月１８日（月）会長エレクト研修セミナー 

・４月地区研修・協議会 

最後に 

在任期間が、６ヵ月になりました。 

前半の６ヵ月は、例会の度に予定が増えていくような感

じで、本当に忙しい日々でした。皆様のお陰様で、何と

か運営できました、感謝ばかりです。 

昨年の漢字は「災」でしたが、今年は皆様に「福」を

運べるように、もうひとがんばりします。 

会員の皆様におかれましては、まず健康に留意され、

お元気に例会にご参加ください。そして、是非、お誘い

したい会員候補の方をご紹介ください。デルバさんが、

笑顔で BOX をお持ちしたときには、米山奨学生事業へ

のご寄付をよろしくお願い致します。そして、もう６ケ月

のご協力をお願いします。 

お待たせしました、根本年度の皆様、おめでとうござ

います。もうすぐお仕事です。 

３月には地区研修がはじまり、５０周年の準備もはじ

まります。横浜港南ロータリークラブが一丸となって５０

周年をお祝いしましょう。今年一年、皆様が明るく過ご

せますよう心からお祈り致します。有難うございました。 

 

◎ニコニコボックス       上杉順一親睦委員 

宮下賢会長 

  新年あけましておめでとうございます。 

  デルバさんようこそいらっしゃいました。 

大井和子幹事 

  皆様、明けましておめでとうございます。本年もどう

ぞよろしくお願い致します。 

民谷佳子会員 青柳民朗会員 

  本年もどうぞよろしくお願いします。 

  会員誕生日祝いを頂きまして有難うございました。 

 

坂巻照代会員 

  明けましておめでとうございます。松も外れ多忙なス

タートを切りました。皆様にもいろいろお世話になる

と思います。宜しくお願い致します。 

  会員入会記念日祝いを頂きましてありがとうござい

ました。 

細井順子会員 

  昨年末に運を使い果たした感がございますが、初例

会の今日も富士山がとてもきれいでしたので、気持

ちを新たにしたいと思います。本年も宜しくお願い致

します。 

  会員誕生日祝いを頂きまして有難うございました。 

上杉順一会員 笠原孝雄会員 豊場建伍会員 

桜井富雄会員 天野憲二会員 佐々部宜宏会員 

横尾博之会員 福嶋昭会員 小後摩重正会員  

  明けましておめでとうございます。本年もよろしくお

願い致します。 

高森政雄会員 

  新年あけましておめでとうございます。本年も宜しく

お願い致します。 

本日は会議のために早退させて頂きます。 

市川敏明会員 

  明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願

い致します。出席にもご協力お願い申し上げます。 

八木禧昭会員 

  本年も宜しくお願い致します。 

宮下丸後半も頑張ってください。 

山野井正郎会員 

  明けましておめでとうございます。本年もよろしくお

願い申し上げます。早々の賀状有難うございまし

た。 

海野俊彦会員 

  明けましておめでとうございます。今年もよろしくお

願いします。 

  インフルエンザが流行っています。ご注意下さい。 

高栁良作会員 

  本年も宜しくお願い致します。弁護士になって、１１

年目になりました。引き続きご指導のほど宜しくお

願い致します。 

 

◎次週の予定 
 1月１６日（水） 石坂会員『ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ』 
◎会報             尾形達也会報委員 


