
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2165 横浜港南ロータリークラブ週報 

2019．7．10．[水] 第 2402回例会報告 

 

◎司 会              市川 SAA委員 

◎ロータリーソング       『四つのテスト』 

◎ソングリーダー         笠原合唱委員 

◎ゲスト   米山奨学生      ショウ君 

◎出席報告              天野出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 31(6)名 86.1% 88.8％  87.5% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎ 会長報告  

① 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』 

最終例会のお食事はとても美味しかったです。  

先週は中国に帰っていたので、今週来させて頂き

ました。ありがとうございます。 

② 7 月 6 日横浜南ＲＣに尾形幹事と会長就任挨拶に

行ってきました。9月 28日の記念式典のキャラバン

を行ってきました。この後 12日には横浜港南台ＲＣ、

横浜南陵ＲＣ・横浜南央ＲＣと旧第 7 ｸﾞﾙｰﾌﾟのキャ

ラバンは 7月中に終わらせます。 

③ 7月 8日に櫻井拡大増強委員長と私で地区拡大増

強セミナーに出席して来ました。後ほど櫻井増強委

員長より報告して頂きます。 

④ 國光新会員の所属は親睦委員会です。 

福嶋（浩）会員は出席委員会となります。 

⑤ キャミアさんのホストファミリーの佐々部さんに感謝

状が届いております。 

⑥ 大井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。 

 

◎ 幹事報告              青柳副幹事 

① 7月 3日の理事会報告を致します。 

・ 50 周年実行委員会より進捗状況の報告がありまし

た。 

・ 11月2日の港南区役所との共催イベントの当日のス

ケジュールや進捗状況報告がありました。 



・ 会場監督委員会より、会員の皆さんに早くいらして

頂くために、コーヒーの提供を行っていきます。協賛

ボックスの隣に箱がありますので、お気持ちを入れ

て頂けますと助かります。 

座席が固定化されているので、月に一度の席替え

を検討中です。 

無断で欠席した時の食費について、根本会長に一

任することになりました。 

・  プログラム委員会より、記念式典を成功させるため

にプログラムを組んでいます。 

港南区式典の確認会を行いました。 

・  親睦委員会より、７月の移動例会について報告が

ありました。 

・  職業奉仕委員会より、9 月の職場見学会について、

見学は『八千代ポートリー』、食事は『木曽路』を予

定しています。パナソニックのショールーム・ケンタ

ッキー本社の見学も企画しているところです。 

・  社会奉仕委員会より、炉辺会合の報告。11 月 2 日

子どもゆめワールドに出店します。 

・  国際奉仕委員会より、セブポートセンター訪問の報

告。周年行事に合わせて、セブの方々の接待があ

るかも知れません。 

ロータープラストの参加を検討していきます。 

・  青少年奉仕委員会より、今年の受け入れ予定はご

ざいません。剣道大会と少年野球大会のトロフィー

を寄贈します。 

・  その他として、50 周年の式典もありますので、共通

のウインドブレーカーの制作を検討します。 

50 周年時に新入会員の宮島さんと國光さんは会場

委員と致します。 

・  次回の理事会は 8月 7日(水)１３：３０～です。 

・  ロータリー財団委員会より、今までの寄付は 120 ド   

ルでしたが、今年は寄付が 150 ドルです。寄付を

含めた年会費の請求書は来週ポストに入れさせ

て頂きます。 

 

◎ 委員会報告  

① 会場監督委員会      佐々部会場監督委員長 

・  今週からコーヒーを提供しますが、気持ちの代金は

入れて頂かなくて結構です。たまにニコニコや米山

などのＲ財団にご協力を頂ければと思います。 

・  来月から席を 4つに分けて席替えをします。 

いろいろな方と話が出来る良い機会だと思います。 

② 拡大増強セミナー       櫻井拡大増強委員長 

７月７日『ソシア２１』で行われ根本会長と行ってま

いりました。今回は精神病的な話や退会者を出さな

い等、クラブをどのように変えていくかというお話が

中心でした。一つは異端者たちということで、ＲＣの

中で若者たちの存在をどのように出すのか。もう一

つは会員は愛で満ち溢れているか。これらがテーマ

でした。以前、私が研修委員の時、メーキャップツア

ーをやりましたが、研修委員の方には増強につな

がりますし、退会者を出さないことにつながりますの

で、メーキャップツアーを企画して頂きたいと思いま

す。 

③ ５０周年ブレザーについて         海野会員 

ブレザーをクラブで揃えます。３名の方にご注文頂

いておりますが、ご自身のブレザーを使う方はボタ

ンのご確認をお願いします。注文は７月２４日まで

となります。 

④ ボルダリングの共催金             瀧会員 

   時間がないので、来週お話しさせて頂きます。 

⑤ 親睦委員会                  飯島委員 

   ７月２４日(水)１８：３０～『太田縄のれん』にて親睦

移動例会です。多くの皆様のご参加をお待ちして

おります。 



*  会員入会記念日祝 

   宮下会員(３０日) 

 

◎ 『クラブ協議会』           根本会長 

2019～20年度のクラブ協議会を始めます。 

今日は尾形幹事と北見クラブ奉仕委員長が欠席です

ので、私が司会を務めさせて頂きます。 

 

«クラブ奉仕委員会     北見委員長代理根本会長≫ 

活動計画書の９ページをご参照ください。 

«会場監督委員会            佐々部委員長≫ 

ＳＡＡとしてやることは先ほどお話した通りです。活動計

画書を読んで頂ければと思います。 

«会員増強選考委員会          櫻井委員長≫ 

現会員の３５名を４０名にするという固い使命を持って、

各委員最低一人入会して頂くということで始まりました。

今期は５０周年がありますので、年次会員数目標４０名、

１０％アップを目標とします。根本会長はじめ我々一致

団結して頑張っていきます。 

«出席委員会                 阿曽委員長≫ 

活動計画書に記載されている通りです。例会欠席予定

者は『欠席予定表』に氏名を記載し、急に欠席する時は

遅くとも月曜日の午前中までに事務局へ連絡してくださ

い。 

«研修・広報委員会             大井委員長≫ 

私から申し出て委員長にさせて頂きました。研修委員

会の目的を一言で言うと、ロータリアンとしての意識の

高揚を図ることです。そのために具体的に何をしていく

かはこれから詰めていきますが、一つはロータリーの

友を研修ツールとして活用したいと思います。 

«プログラム委員会             海野委員長≫ 

聞きたくなる卓話を考えていきます。会員の出席率を高

めクラブの活性化を図るためにやっていきます。プログ

ラムの変更は例会時に報告しますが、ホームページで

もご確認ください。 

«親睦委員会                 青柳委員長≫ 

行きたくなるイベントの企画、楽しく大勢が参加できるよ

うな企画を考えています。ニコニコについては積極的に

進めて参りたいと思います。 

«合唱委員会                 高栁委員長» 

和やかな楽しい例会の雰囲気づくりをしていくように心

がけ、滞りなく会が始まるように進めていきます。 

≪会報委員会                豊場委員長≫ 

この数年プロジェクターを使う卓話が増えています。出

来れば原稿を用意して頂けますよう打診をお願いしま

す。 

«職業奉仕委員会              橋浦委員長≫ 

今年度は職場訪問を軸に活動を進めていきます。八千

代ポートリーの職場見学を考えていますので、皆さんご

参加をお願いします。 

«社会奉仕委員会              高森委員長≫ 

今年度は子どもゆめワールドではお菓子と風船の二本

立てを考えていますので、皆様のご協力お願いいたし

ます。 

«国際奉仕委員会              天野委員長≫ 

姉妹クラブのセブポートセンターＲＣとの共同事業であ

るストリートチルドレンに対する食事及び勉学支援の補

助金、会員一人 500円年間 6000円は継続し、井戸掘り

事業やロータープラストなど支援していきます。 

«ロータリー財団委員会          市川委員長≫ 

新しいロータリー財団ハンドブックがレターケースに入

っていますので、参考にしてください。ロータリー財団の

寄付が 120 ドルであったのが、150 ドルに変更になって

います。 

«米山記念奨学委員会           坂巻委員長≫ 

奨学生のショウ君と交流が深められるように、例会で会



報委員会や出席委員会のお手伝いをして頂いておりま

す。今後も皆さんの委員会で行っていることを見せて頂

きたいと思います。 

«青少年奉仕委員会            平山委員長≫ 

地域における青少年のための様々な活動やイベントを

積極的に援助し、ロータリー活動を多くの方々に理解し

て頂くようにしていきます。 

«根本会長≫ 

これでクラブ協議会は終了いたします。 

今年は 50 周年ですので、最後に山野井実行委員長よ

りお願いします。 

«５０周年記念委員会       山野井実行委員長≫ 

50 周年時の式次第は皆様のお手元に届いていると思

います。この式次第に沿って進めて参ります。横浜南Ｒ

Ｃが全員来るような話もあります。横浜港南台ＲＣにも

お声がけをしますので、おそらくレセプションは会員含

めて 110名を予定しています。皆様どうぞご協力をお願

い致します。 

 

◎ニコニコボックス         飯島親睦委員 

根本会長 

  今日はまだ新年度 2 回目なのに尾形幹事も北見ク

ラブ奉仕委員長もお休みです。全力で頑張ります。 

宮下会員 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございます。 

西山会員 

  今日は孫の誕生日です。満 6歳です。 

市川会員 

  本日は『次週のガバナー補佐をお迎えして』のクラ

ブ協議会に備えての例会になります。皆様よろしく

ご指導お願いします。 

橋浦会員 

  少々早めに来てコーヒーを頂きました。100 円は坂

巻さんに出してもらいました。有難う。ごちそうさまで

した。 

佐々部会員 坂巻会員 

  米山奨学生のショウ君ようこそいらっしゃいました。 

  里帰りはどうでしたか。 

海野会員 

  天候不順です。体調管理ご注意ください。 

國光会員 

  入会させて頂き有難うございます。迷惑をお掛けす

ることも多くあると思いますが、頑張りますのでよろ

しくお願い致します。 

平山会員 大井会員 細井会員 小後摩会員  

青柳会員 飯島会員 

  本日はクラブ協議会です。宜しくお願い致します。 

飯島会員 

本年度親睦委員となりました飯島です。聞きづらい

点があるかもしれませんが、よろしくお願いします。 

 

 ニコニコボックス本日合計 ２０，０００円 

ニコニコボックス 累 計    ７８，０００円 

 

◎米山チャリティボックス  

             坂巻米山記念奨学委員長 

 細井会員 

  中国語の発音、ほんと難しいです。 

坂巻会員 佐々部会員 橋浦会員 福嶋（昭）会員 

 宮下会員 ６名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ６，０００円 

米山チャリティボックス累計 １７，０００円 

 

◎次週の予定 

  ７月１７日（水） ガバナー補佐訪問協議会 

◎会報                大井会報委員 


