
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2166 横浜港南ロータリークラブ週報 

2019．7．17．[水] 第 2403回例会報告 
 
◎司 会               石坂 SAA委員 
◎ロータリーソング 『君が代』『港南友愛の唄』 
◎ソングリーダー          福田合唱委員 
◎ｹﾞｽﾄ 第 5 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 栁沼芳光様 
         （横浜瀬谷ロータリークラブ） 
◎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 32(6)名 91.4% 91.4%  90.5% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎ 会長報告  
① 私は年度初めの為、地区のセミナー等頻繁に出席

しています。当クラブの５０周年もありますので、キ

ャラバンで昨日は横浜港南台ＲＣ、明日は横浜南

陵ＲＣにも行ってきます。 

② 本日は栁沼ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協

議会です。よろしくご指導お願い致します。 

 

◎ 幹事報告               

① ７月３１日のガバナー公式訪問時は１２時集合でお

願いします。服装はクールビズでお越しください。 

② ボルダリングの協賛金について、ご協力頂ける方

は協賛金の案内の用紙をお渡ししますので、お知

らせください。皆様よろしくお願い致します。 

③ キャラバンで根本会長と各クラブへメーキャップに

行きますが、そのクラブで行っている独自のものな

どありますので、是非、メーキャップに行って頂きた

いと思います。 

④ 来週は『太田縄のれん』にて夜間移動例会です。 

クラブより食事代を補助しますので、会費は一人 

１万円です。是非ご参加下さい。 

 

◎ 委員会報告  

① ボルダリング共催イベント        瀧実行委員 

１１月２日１０時～１５時まで『港南区庁舎』の壁面

を使い、港南区制５０周年を記念して、港南区役所

と横浜港南台ＲＣと当クラブでボルダリングを行い

ます。ボルダリングはスポーツクライミングのうちの

３種目の中の一種で、総合的に点数をつけて競う

競技です。このイベントに協賛金のご協力をお願い

します。一口５万円ですが、希望者の方には広告を

掲載させて頂きます。当日は大場美和さん(選手)

にもお手伝いにいらして頂きます。皆様ご協力お願

いします。 

② 親睦委員会                  大越委員 

*  配偶者誕生日祝 

   尾形雅子様(２５日)・上杉美穂様(２５日) 

   平山多美子様(２６日) 

③ ５０周年記念について      山野井実行委員長 

８月３日９時より『港南台南公園』にて、５０周年を

兼ねた少年野球大会の決勝戦が行われます。  

ご参加お忘れないようお願いします。 

④ 大岡川クリーンアップ          山野井会員 

   灯篭流しの前に、８月４日(日)９時半から、大岡川 

   クリーンアップを行います。集合場所は『笹野橋公 



   園』です。皆さんご参加をお願いします。灯篭流し 

   のポスターを是非、お持ち帰り下さい。 

⑤ 国際奉仕委員会             天野委員長 

   今月セブポートセンターＲＣの小池さんがいらっしゃ 

 いますので、７月２２日１８：３０～関内の蕎麦屋『利 

   久庵』にて歓迎会をします。お時間のある方は是非 

   ご参加ください。 

 

◎ 『ガバナー補佐訪問協議会』   
 
 
 
 
 
 
 
皆さんこんにちは、第５グループガバナー補佐を務

めさせて頂きます。横浜瀬谷ＲＣの栁沼です。本日は

就任挨拶に伺いました。  

ガバナー補佐の主な役割は、いろいろありますが、 

・ガバナーを援助することによって、クラブの効果的な

運営のサポートに努めること。 

・ガバナーのクラブ公式訪問のスケジュールを調整する

こと。 

・定期的にクラブと連絡を取り合うこと。 

・招かれた場合には、クラブの例会、協議会、その他の

行事に出席する事などです。 

 本年度マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長のテーマ

「ロータリーは世界をつなぐ」のもと、轟ガバナーは「原

点を忘れずに挑戦～入りて学び、出でて奉仕せよを

実践しよう～」と地区目標を立てられました。 

 近年は会員減少が問題となっております。クラブは

危機感を持ちつつ会員増強を図り、運営を継続せね

ばならない状況にあります。 

会員増強、退会防止を念頭に、カバナーのテーマは

「研修と活性化」という目標を踏まえ「横のつながりを

大事に」としております。  

これらのテーマを念頭に置き、私の役目として、カバ

ナーと各クラブのパイプ役として、お手伝いができれば

と考えております。グループ内のつなぎ役として、風通

しが良いグループになれるようにするため、本日お邪

魔し、皆様との距離を短くしコミュニケーションを図れば

良い横のつながりが出来るような気がします。 

また会員の皆さんも、会長・幹事・役員を盛り上げ、

活動あふれるクラブを目指すために皆様方のご協力を

お願いし、これから一年間よろしくお願い致します。 

 

司会進行は北見ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長により進められました 

«クラブ奉仕委員会              北見委員長≫ 

会長の所信表明にあったように、聞きたくなる卓話者を

考える・美味しい食事を考え・行きたくなるイベントを考

えるというように、会員の皆さんが進んで例会に参加す

る。会員を誘いたくなるようなクラブ運営をしたいと思っ

ています。 

«会場監督委員会            佐々部委員長≫ 

会員減少をどうしても止めなければいけませんので、

楽しい例会にしていきたいと思います。少しでも早く例

会前に来て頂くために、今年からコーヒーを用意しまし

た。いつも同じところに座りがちなので、４つのグループ

に分けて、いろいろな方とお話して頂けるようにしてい

きます。 

«会員増強選考委員会          櫻井委員長≫ 

新会員をご紹介して頂けるように、委員には銀行や証

券会社の方に入って頂きました。是非、今期は１割純

増で４０名を目標に頑張っていきます。コミュニケーショ

ンをとりながら増強委員だけでなく、会員の皆様にもご

協力をお願いします。 

«出席委員会                 阿曽委員長≫ 

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≫ 

新会員がロータリーをより理解出来るように研修会を開

催します。私より後に入会された方が、３分の１位いら

っしゃるので、先輩方からロータリーのスピリッツを教え

て頂く研修会をなるべく早いうちに行いたいと思います。

メーキャップツアーについては前向きに検討します。 

«プログラム委員会             海野委員長≫ 

聞きたくなる卓話者を考えて、魅力的なものにして、皆

さんの出席率を高めていきます。プログラムの会員卓

話部分について、何か良いものがありましたら、ご相談

頂ければ調整したいと思います。プログラムに変更が

ある場合はお知らせします。 

«親睦委員会                 青柳委員長≫ 

会員相互の親睦・クラブの活性化を図っていきます。行

きたくなるイベントを企画し、多くの方が参加できるよう

な企画を考えています。ニコニコについては積極的に

進めていきます。詳細については活動計画書に記載さ

れている通りです。 

«合唱委員会        高栁委員長代理笠原委員» 

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。ロータ

リーソングは皆さん大きな声で盛り上げてください。 

≪会報委員会       豊場委員長代理細井委員≫ 

今日の会報は２１６６号です。この歴史ある会報を今年

度も作成していきます。卓話者の方にはあらかじめ原

稿をご用意して頂きますようお願い致します。 



«講評                 栁沼ガバナー補佐≫                   

«会場監督委員会≫ 

いろいろなクラブへ行っても席については固定化するこ

とがあるようなので、席替えは多くの方と話す良い機会

だと思います。 

«会員増強選考委員会» 

私も昨年会員増強でした。一つの方法として、地図を広

げて企業を検索すると候補者はたくさん上がって来ると

思います。 

«出席委員会» 

コミュニケーションを図り進めて頂きたいと思います。 

«研修・広報委員会» 

クラブによっていろいろですが、あるクラブは月末の例

会の３０分位前に会員にお越しいただき、研修をしてい

るクラブがいくつかあります。講師は元会長や地区に出

ている方などです。最近は若い方にリーダーになって

頂くところもあるようです。 

«プログラム委員会» 

一年間のプログラムについて、あらかじめ夜間例会な

どの場所がこのように決まっていると参加しやすく良い

と思います。 

«親睦委員会» 

メリハリをつけて親睦活動を進めて頂きたいと思いま

す。 

«合唱委員会» 

例会のスタート時に大きな声で歌うと盛り上がるのでご

協力お願い致します。 

«会報委員会» 

私の場合、お話する時は必ず原稿をお出ししますので、

よろしくお願い致します。 

 

これより司会進行は根本会長により進められました 

«職業奉仕委員会              橋浦委員長≫ 

今年度はできるだけ職場訪問をしながら進めていきま

す。９月には八千代ポートリーの職場見学に行きます。

他にもパナソニックのショールームやケンタッキーの本

社を見学したり、出来るだけいろいろな方面の勉強が

出来たら良いと思っています。 

«社会奉仕委員会              高森委員長≫ 

活動計画書に記載されている通りです。ロータリーの基

本理念を地域住民に理解して頂くために今年度は１１

月２日の子どもゆめワールドで、ロータリーの理念につ

いて資料を配布します。くじ引きでお菓子を配布。そし

て、風船を配布します。皆様のご協力お願いします。 

«国際奉仕委員会              天野委員長≫ 

姉妹提携クラブのセブポートセンターＲＣとの共同事業、

支援事業、人道的奉仕活動をやっていきたいと思いま

す。是非とも宜しくお願い致します。 

«ロータリー財団委員会          市川委員長≫ 

ロータリー財団ハンドブックが新しくなりました。ロータリ

ー財団の年次寄付が１５０ドル以上。ポリオプラス３０ド

ル以上になっています。金額が今までとは変更になっ

ていますので、ガバナー公式訪問時に伺えればと思い

ます。 

«米山記念奨学委員会           坂巻委員長≫ 

４月から当クラブでは奨学生の陳奕丞君を世話クラブと

してお迎えしています。現在、横浜国立大学４年生です

が、８月に東大と筑波大学の大学院を受験するというこ

とです。クラブに来たときは、クラブの委員会がどのよう

なことをしているのか見て頂きたいと思いまして、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教えて頂きたいと思います。米

山チャリティボックスにもご協力をお願い致します。 

«青少年奉仕委員会            平山委員長≫ 

活動計画書の訂正をお願いします。 P28上から7行目 

価値観を理解して(正)   憧れを抱いて(誤) 

地域における港南区少年野球大会のメダル授与。港南

区青少年剣道大会の協賛。港南区サッカー大会の支

援。大岡川クリーンアップ・ペットボトル競争を行いま

す。 

«根本会長» 

今年は 50周年なので、委員会が 2つ立ち上がっていま

す。 

«５０周年記念委員会       山野井実行委員長≫ 

9 月 28 日に当クラブ 50 周年記念式典と懇親会を行い

ますので、ガバナー・ガバナー補佐には参加して頂きた

いと思います。横浜はジャズの発祥地なので、アトラク

ションとしてジャズを楽しんで下さい。 

«ボルダリング共催イベント          根本委員» 

港南区役所の壁を使いボルダリングを行います。瀧会

員・高栁会員・尾形会員・私で委員会を立ち上げており、

港南区役所と打ち合わせをして進めています。業務量

が増えてきていますので、最近入った会員の方にもご

協力頂きたいと思います。 

«根本会長» 

ロータリー財団委員会の補足を北見ロータリー地区平

和センター副委員長にして頂きます。 

«ロータリー財団委員会 

北見ロータリー地区平和ｾﾝﾀｰ副委員長» 

ロータリー財団の寄付について、当クラブで回覧してい

るのは１５０ドルの年次寄付だけだと思います。ポリオ

プラスの寄付について、財団のハンドブックに詳しく載

っていますので是非ご覧頂き、年次寄付と併せてご寄

付頂きたいと思います。 

«講評                 栁沼ガバナー補佐» 

«職業奉仕委員会» 

横浜市の教職員の研修について、是非こちらのクラブ

でもお願いします。こちらのクラブにも呼んで頂きロータ



リークラブとは何かを見て頂きたいと思います。ケンタッ

キー本社は私も行きました。とても良いので是非いらし

てください。 

«社会奉仕委員会» 

港南こどもゆめワールドのように、横浜市の各クラブで

も区民祭りにそれぞれ参加しています。中にはインター

アクトやローターアクトと一緒に展開しているクラブもあ

りますので、その辺りもお考えになると良いと思いま

す。 

«国際奉仕委員会» 

セブポートセンターＲＣと行うストリートチルドレンの共

同事業は有意義な事業です。今後とも進めて頂きたい

と思います。 

«ロータリー財団委員会» 

ポリオプラスについて、はしか・ジフテリア・結核・破傷

風・百日咳の伝染病をプラスとしています。昔のポリオ

はなくなりつつありますが、プラスは世界的にまだ蔓延

していますので、今後ともご協力をお願いします。 

«青少年奉仕委員会» 

青少年交換留学生について、本年度募集はしません

ので、再来年の受け入れは一時停止となります。 

«米山奨学記念委員会» 

米山のイベントがありましたら是非ご参加頂き、コミュニ

ケーションを図って頂きたいと思います。 

«50周年記念委員会» 

招待状を頂きありがとうございます。ガバナーと出席さ

せて頂きます。 

«総括                 栁沼ガバナー補佐» 

我々は奉仕の気持ちを持った人の集まりなのだと思い

ます。そのような気持ちを持った人はかなりいらっしゃ

るので、そのような人たちを誘って頂ければ会員増強

に繋がるのではないかと思います。 

活動計画書を拝見したところ、危機管理の窓口がない

ような気がしますが、決まっているということなので、よ

ろしくお願いいたします。 

そして、クラブセントラルの入力をお願いします。 

我々は地区に出ていますが、クラブが第一です。本年

度は根本会長・尾形幹事を盛り立てて、活力あるクラブ

を目指して頂きたいと思います。 

今後とも第５グループ１１クラブの皆さんと共に、和気

あいあいのグループにしたいと思いますので、ご協力

お願い致します。本日は有難うございました。 

 

◎ニコニコボックス         飯島親睦委員 
 

第５グループガバナー補佐 栁沼芳光様 

皆さんこんにちは。本日は年度初めの就任の挨拶と

クラブ協議会に伺いました。第５グループガバナー補

佐を務めます栁沼です。一年間よろしくお願い致しま

す。 

根本会長  

栁沼ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。宜しく

お願い致します。 

本日のクラブ協議会、皆様どうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

尾形幹事 平山会員 上杉会員 

栁沼ガバナー補佐様ようこそいらっしゃいました。 

配偶者誕生日祝頂きまして有難うございました。 

西山会員 

いやあ～大遅刻！！ 

高森会員 

本日は第５グループガバナー補佐、栁沼芳光様よう

こそ、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

社会奉仕委員会で方針、目的を説明致します。よろ

しくお願いします。 

宮下会員 

昨年度皆様からお預かりした寄付でＣＤプレーヤー

を購入しました。残った金額を本日ニコニコに入れさ

せて頂きます。 

橋浦会員 小後摩会員 

栁沼ガバナー補佐、本日の協議会ご指導宜しくお願

いします。 

海野会員 豊場会員 市川会員 

第５グループガバナー補佐、栁沼芳光様ようこそ。 

本日のクラブ協議会よろしくお願い申し上げます。 

大井・佐々部・福嶋（昭）・笠原・細井・櫻井・青柳・飯島

坂巻・大越各会員 

栁沼ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

福田会員 

初めての合唱係緊張します 

 ニコニコボックス本日合計 ４６，０００円 

ニコニコボックス 累 計   １２４，０００円 
 
◎米山チャリティボックス  
               宮下米山記念奨学委員 

 大井会員 坂巻会員 佐々部会員 橋浦会員  
福田会員 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 ２３，０００円 

 
◎次週の予定 
  ７月２４日（水） １８：３０～ 『太田縄のれん』 
                   夜間移動例会 
◎会報                細井会報委員 
                               
 
2019．7．24．[水] 第 2404回例会報告 
 

18：30～『太田縄のれん』にて親睦移動例会が行わ
れました。米山奨学生のショウ君が参加者しました。 
 
◎次週の予定   

７月３１日（水） ガバナー公式訪問 


