
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2174 横浜港南ロータリークラブ週報 
2019．10．9．[水] 第 2413回例会報告 

 

◎司 会             佐々部ＳAA委員長 

◎ロータリーソング          『R-O-T-A-R-Y』 

◎ソングリーダー          山野井合唱委員 

◎ゲスト     米山奨学生     ショウ君 

◎ビジター   金沢東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 山田淳二様 

 

◎出席報告              坂巻出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 25(5 )名 75.0% 91.8%  87.2% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎ 会長報告  

① ９月２８日の５０周年記念式典は皆様お疲れ様で

した。山野井実行委員長はじめ委員の皆様、何

よりクラブ会員全員の力でつつがなく式典を終え

ることが出来ました。そして、次のステップを踏む

ことが出来たと思います。あくまでも通過点で例

会が大事ですし、ひとつ一つの奉仕活動が大事

だと感じておりますので、引き続きご協力お願い

します。 

② 米山奨学生のショウ君に奨学金をお渡しします。 

『ショウ君より』 

皆さん５０周年おめでとうございます。式典に出

席出来ずすみません。中秋(家族団欒)と卒論の

関係で帰省していました。そして、筑波大学大学

院に進学することが決まりました。 

③ ９月１８日の会長ノミ二ー指名委員会にて、満場

一致で大越会員に決まりました。 

『大越会長ノミ二－より』 

経験不足でどこまでできるかわかりませんが、皆

さんのご協力を頂き会長職を務めさせて頂きま

す。どうぞよろしくお願い致します。 

④ 坂巻会員のご母堂様がご逝去されましたので、

お香典をお渡しします。 

『坂巻会員より』 

突然母が亡くなり、創立５０周年のお手伝いが出

来ず失礼しました。皆様のお心遣いに感謝致し

ます。 



◎ 幹事報告            

① 地区より、台風１５号千葉県被災地義援金の協

力依頼が来ていますので、会員一人当たり 1,000

円をクラブより拠出します。 

② 第５グループガバナー補佐より、合同例会開催

の話がありましたので、当クラブの参加について、

本日の理事会で検討し後日報告致します。 

③ ボルダリングに協賛頂いた企業の方々に広告の

デザイン案を回覧しています。期日の関係で本

日中にご覧頂き、修正などはお知らせください。 

 

◎ 金沢東ロータリークラブ 山田淳二様より 

横浜南部少年サッカー大会をご後援頂きありがとう

ございます。１０月２０日開会式を行い、第７８回あす

なろサッカー大会を開催します。あすなろは来年４０

周年を迎えます。８０回大会がおわりましたら、祝賀

会をしたいと思いますので、是非ご参加ください。 

 

◎ 委員会報告  

① 国際奉仕委員会            天野委員長 

・  先日の５０周年時にはセブＲＣより２４名の皆さん

にお越し頂きました。委員の方や豊場会員の協

力で笑顔で迎えて、笑顔でお見送り出来ました。

有難うございました。接待などいろいろありました

ので、クラブとして姉妹クラブについて、再度皆で

話し合う必要があると思います。 

・ １０月３日から３泊４日でセブＲＣのロータープラス

トの見学へ私と櫻井会員・大越会員・宮下会員・

横浜港南台ＲＣの青柳会員で行って参りました。

今回は１００名ほどの患者さんの対応をしたとい

うことです。検診に来る子供たちにボールペンを

３００本贈りました。 

 

② 親睦委員会                 大越委員 

＊ 会員誕生日祝 

   小後摩会員(１日)・根本会員(２２日) 

＊ 会員入会記念日祝 

 小笠原会員(３日)・笠原会員(１２日) 

   阿曽会員(１７日)・小後摩会員(２７日) 

 

◎ 『創立５０周年記念式典報告』  

              山野井実行委員長 

皆さん５０周年ご苦労様でした。一番心配していた

予算について、ロイヤルホールヨコハマからの請求

金額は１６８万円で想定内でした。今後、記念誌など

支出の面はありますが一安心です。 

創立５０周年は盛会に終わり、皆様のご協力あり

がとうございました。 

 

◎ 『米山カウンセラー研修会』   

                坂巻カウンセラー 

               （米山記念奨学委員長）  

９月２６日『ソシア２１』で米山カウンセラー研修会

が行われましたので、簡単に報告致します。 

ガバナーや委員長の話の後、グループ討議になり

ました。カウンセラーの方々のお話を聞いていると、

皆さん結構悩みながらカウンセラーをしているようで

した。私はショウ君とは仲が良く、良い関係で、私は

幸せなカウンセラーだと実感しました。その中で、カ

ウンセラーと留学生の意思の疎通がなかなか図れな

いなどの話もありました。勿論、良い形でカウンセリ

ングをされている諸先輩方が何人もいらっしゃるので、

それが全てではないと思いましたが、これからまだ半

年、ショウ君を無事に送り出すまで、やっていきたい

と思います。 

 



◎ 『社会奉仕委員長会議』    高森委員長 

 

１０月３日地区社会奉仕委員長会議がございまし

た。ガバナー公式訪問や聖光学院での地区協議会

の時に、轟ガバナーから方向は出ていましたが、地

区として社会奉仕・国際奉仕は全て一本化するとい

うことです。何故一本化したかというと、クラブ協議会

や公式訪問へ行くと、一人の人が二役・三役やって

いるので、地区として非常に困るということで転換し

たのです。理由はいろいろありますが、クラブの軽減、

金銭的な面、奉仕のプロジェクトです。経営者として

のスキルアップを軽減するという事。これは地域活動

をして頂いて、汗を流す、その中で喜びを味わっても

らうということです。実際問題は会員が減少傾向にな

り、これからも歯止めはかかりません。地区として、こ

の会員減少のポイントを見失っているのです。我が

横浜港南ＲＣは会員の目減りは少ないですが、自助

努力をしていくしかないと感じました。 

当日のコーディネーターは野口地区社会奉仕委員

長が行いました。パネラーは社会奉仕部門の鈴木委

員長でした。私のグループは横浜南陵ＲＣ・横浜Ｒ

Ｃ・新横浜ＲＣ・横浜東ＲＣ・横浜港北ＲＣ・横浜磯子

ＲＣの７クラブでした。横浜南陵ＲＣは南区で『障害者

と団体』という奉仕。(今年で４回目)横浜ＲＣは大岡

川清掃や道志村の作業。新横浜ＲＣは地域の清掃

作業と地域のねぎらい作業ということで、インターア

クトやローターアクトの支援。横浜東ＲＣは奉仕部門

として、警察や消防署に３名を招集。横浜港北ＲＣは、

はまロードです。区役所と相談して中国の援助は取

りやめにしたということでした。横浜磯子ＲＣは区役

所と警察署と連携して、地域のことに取り組んだとい

うことです。我がクラブは１１月２日のゆめワールドに

ブースを出して、地域の皆さんにロータリークラブの

素晴らしいものを理解して頂くために取り組んでいる

ことを話しました。その後、９ブロックに分けて話し合

いをしましたが、その中の一つのブロックでは、美化

運動・地域障害者の支援活動、歯科医師の先生たち

に感謝の意を行っているというところもありました。障

害者クリスマス会、障害者とボランティアで桜を見る

会、新入学児童にランドセルカバーを寄付、清掃作

業や障害者支援、青少年の小学校単位の援助、地

域活動に協力、韓国やカンボジア等のクラブとの親

善交流。パネラーから国際奉仕をやっていくにはい

ろいろな知識や情報を把握して取り組むのが良い。

地域の学校や地域社会への交流、国際奉仕は難し

い。フィリピンとの交流４０年、ネパール給食支援、ベ

トナムの奨学生の受け入れ、ミャンマー・カンボジア・

台湾のクラブとも結んでいるという意見もありました。 

以上となります。 

 

◎ ニコニコボックス         大越親睦委員 

横浜金沢東ロータリークラブ 山田淳二様 

いつもあすなろ大会にご後援頂きありがとうござ

います。１０月２０日開会式で第７８回大会が始ま

ります。よろしくお願い致します。 

根本会長 

  山田会長ようこそいらっしゃいました。 

  ショウ君筑波大学博士課程進学おめでとう。 

尾形幹事 

  山田会長ようこそいらっしゃいました。 

  先日は５０周年お疲れ様でした。引き続き１１月の

区制５０周年行事もよろしくお願い致します。 

天野会員 

  配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございます。 

笠原会員 阿曽会員 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございま

す。 



宮下会員 

  １０月４日～６日セブに行きロータープラストの視

察をして来ました。 

  山田様ようこそいらっしゃいました。 

  ショウ君ようこそ。 

坂巻会員 

  母の逝去に際し、クラブよりご芳志を頂きました

ので、ニコニコへ入れさせて頂きます。有難うご

ざいました。 

  せっかくの５０周年でしたが、突然のことがありお

手伝い出来ずに申し訳ありませんでした。 

豊場会員 

  先日宮島さんに大変お世話になりました。 

大井会員 

  土曜日が運動会の予定なのですが、台風の為延

期する事となり、午前中てんやわんやでした。 

山野井会員 

  ５０周年皆様お疲れ様でした。 

  山田淳二様ようこそ。 

  先ほど横浜学園に根本会長・宮下前会長と共に

感謝状を届けて参りました。 

平山会員 

  ５０周年事業皆様お疲れ様でした。 

  今週末の台風１９号には．充分備えて下さい。 

  ネクタイ忘れてニガニガです。 

橋浦会員 

  ５０周年記念式典では皆様お疲れ様でした。今は

ほっとした気分です。 

  横浜金沢東ＲＣ山田淳二様・。米山奨学生のショ

ウ君ようこそいらっしゃいました。 

小後摩会員 

  本日は誕生日祝・入会記念日祝をダブルで頂き

ありがとうございました。 

先日の創立５０周年記念式典は盛会のうちに終

了し、良い想い出となりました。 

高森会員 

  １０月３日の社会奉仕委員長会議の内容につい

て、ご報告させて頂きます。 

福田会員 國光会員 横尾会員 青柳会員  

福嶋(昭)会員 

  ５０周年式典、皆様お疲れ様でした。ありがとうご

ざいました。 

佐々部会員 

  皆様５０周年お疲れ様でした。まだ、１１月２日に

は大きなイベントが残っていますので、頑張りま

しょう。 

宮島会員 

  先日、区役所の方と５０周年事業の打ち合わせに

行って来ました。区役所は１０月末までクールビ

ズだそうです。地球温暖化も叫ばれている昨今、

当クラブもどうでしょうか。 

大越会員 

  先週末ロータープラストの為、セブポートセンター

ＲＣを訪問し、小池様はじめ皆様には大変お世話

になりました。天野国際奉仕委員長・櫻井会員・

宮下会員お疲れ様でした。 

  ニコニコボックス本日合計 ６５，０００円 

ニコニコボックス 累 計   ４０６，０００円 

 

◎ 米山チャリティボックス  

             坂巻米山記念奨学委員長 

青 柳 会 員  大 井 会 員  小後摩会員 坂 巻 会 員  

佐々部会員 根 本 会 員  橋 浦 会 員  宮 下 会 員  

宮 島 会 員  ９名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 １３，０００円 

米山チャリティボックス累計 ３５４，０００円 

 

◎ 次週の予定 

１０月１６日(水)  弘明寺川松屋川松正孝様 

『発酵食品の魅力とお酒の楽しみ方』 

◎ 会報              豊場会報委員長 


