
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2176 横浜港南ロータリークラブ週報 
2019．10．23．[水] 第 2415回例会報告 

 

◎司 会                上杉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 

◎新会員 ＳＭＢＣ日興証券上大岡支店長 

                     湯屋俊房様  

 

◎出席報告               福田出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 27(7 )名 75.0% 83,3%  87.2% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎ 会長報告  

① 湯屋会員の入会式を行います。所属は会報委員

会となります。 

『湯屋新会員より』 

皆さんこんにちは。湯屋(ゆや)と申します。私はこち

らのロータリークラブで４回目となります。先ずは名

前を憶えて頂きたいと思います。皆様どうぞ宜しく

お願い致します。 

② 今年度ホームページを宮下会員に担当して頂いて

おりますので、宮下会員には研修・広報委員に所

属して頂きます。 

③ １１月２日のボルダリングの体験イベントの広告が

１０月１８日のタウンニュースに全面広告として掲載

されました。チラシを橋浦さんと坂巻さんに配って

頂いておりますが、是非、皆様も配布にご協力お願

いします。 

④ １０月１８日に海野会員と共に、旅行時の打ち合わ

せの為、三浦市長を表敬訪問しました。 

⑤ １０月２０日(日)あすなろ杯サッカー大会の開会式

に出席してきました。このような地域に根差したイ

ベントに協力出来て誇りに思います。 



◎ 幹事報告            

① 台風１９号の被災地ボランティアセンターが川崎市

に開設されました。１０月１７日から、川崎市在住・

在勤の方との事でしたが、横浜市の方でも大丈夫

です。軍手・マスク・スコップ等お持ちいただき、保

険に加入して、川崎市総合福祉センターボランティ

ア交流室までお願いします。 

② １０月２５～２６日は地区大会です。 

案内を回覧しますので、出欠の確認をお願いしま

す。 

③ １１月２日のこうなん子どもゆめワールドについて、

高森社会奉仕委員長を中心とするブースと、ボル

ダリングのブースがあります。高森委員長のブース

のお手伝いをしてくださる方は回覧にご記入お願い

します。 

 

◎ 委員会報告  

① 親睦委員会                 青柳委員長 

１１月１３日～1４日は城ヶ島親睦研修旅行です。 

１３日は三浦市長の卓話、そして、三浦ＲＣの方に

よる活動のお話も計画中です。会費は宿泊者２万

円・宴会日帰りの方は１万円です。是非よろしくお

願いします。 

② プログラム委員会             海野委員長 

下半期のプログラムについて、卓話のご推薦など

ありましたら、調整しますので是非お知らせくださ

い。 

③ ５０周年記念誌委員会          大井委員長 

記念誌に掲載する原稿を１０年前までのパスト会

長の皆様にお願いしております。次回の例会が締

め切りとなりますのでよろしくお願い致します。 

◎ 『１１月２日港南区区制５０周年式典確認会』 

～ ボルダリング共催イベントについて ～  

                  尾形委員 

基本的に宮島会員・國光会員・瀧会員・高栁会員・根

本会長と私以外のお手伝いはして頂かなくて大丈夫で

す。横浜港南台ＲＣから３名、神奈川大学山岳部５名、

港南区に登録されているボランティア５名、大場さんと

運営の方を合わせて、２２名で行います。 

港南区役所でボルダリングのイベントをやることは初

めてです。ゆめワールド全体で２万人以上のお客様の

中で、ボルダリングをやってくれる人がいったい何百人

いるのかわからないのです。手軽にできるのでやって

みようと声をかけて、集客の状況を見てお手伝いして

頂けたらと思います。 

前日の夕方から壁を作り、予定では夜中の１時くらい

に出来上がります。 

私達は朝７時くらいに現場に入る。 

９時から港南区の式典が行われる。そのまま港南区長

に来て頂き、根本会長中心にオープニングセレモニー

でテープカット。写真撮影後、ボルダリングについて、ゲ

ストの大場さん達に説明をして頂きスタート。 

１２時半ごろ流れを変えて、宮島会員の司会で大場さ

んのトークショー。 

１４時半まで受付、１５時までに終える。 

１５時半から撤収作業。 

是非このような流れで行いますので、皆さんＰＲをよろ

しくお願いします。１０日後ですがしっかり開催していき

たいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願い致しま

す。 



～ 愛あふれるふるさと港南について ～ 

                高森社会奉仕委員長 

港南区が誕生して２０１９年で５０周年となります。 

たまたま、４０周年の時に私は実行委員長をしました。

１２年間のうちの８年間をゆめあふれるふるさと港南の

実行委員長を務めました。これはたくさんの愛の輪を広

げ未来につなげていくということです。 

回覧していますが、是非多くの方にご参加頂きたい

と思います。目的は、次世代交流・国際交流の場を提

供し、子供たちが地域社会や世界に目を向けて、幅広

いシェアや自主性で、健やかに成長し活動できる青少

年の健全育成です。これを推進していくことが大きなテ

ーマです。こうなんこどもゆめワールドは実行委員会で

行っており、役所は後援であります。 

１１月２日１０時から１５時までとなり、小雨決行ですが、 

実施可否は実行委員会が当日午前７時に決定。 

横浜市コールセンター８時より対応。当日は多くのイベ

ントが同時開催されており、ひまわりフェスタ、各会場を

めぐるスタンプラリーなど、スポーツセンター周辺エリ

ア・港南中学エリア・区役所周辺エリア、横浜刑務所矯

正展も行われます。出店に際しての注意点として、子

供を対象とした出店内容の為、酒類は持ち込み禁止で

す。会場のエコステーション(ゴミ回収)には、出店に際し

てのごみは捨てられません。商品が売り切れの時はパ

ネルを提示して、更に団体のＰＲや事業の啓発をしてく

ださい。終了時間は１５時の為片付けをせず、閉店しな

いで、完売の場合は案内を出してください。 

 社会奉仕委員会中心で行いますが、８時から９時半

までに出店者受付を済ませ、準備を始める。その時に

出店の看板が渡されます。 

車両搬入は８時から８時４５分。 

開店１０時。 

閉店１５時。片付けはこの時間以降に行う。 

車両通行は１５時２０分から１６時１０分まで。 

食品を出すのでアレルギー表示をする。 

ご協力頂く皆さんのお昼は用意しませんので、各ブー

スで個々に購入をお願いします。佐々部さんが地区委

員をされているので、素晴らしい資料を１０００部頂きま

した。多くの皆さんにご協力頂きますようお願いします。 

これに伴って、少しお話させて頂きます。 

聖光学院で本年度の研修会がありましたが、その時

に話したことと、重要なポイントを申し上げます。 

奉仕の３部門、職業・社会・国際の統合、いつ統合なの

かということです。これについては２０１７年６月ＲＩ理事

会で決定しているのです。日本で職業奉仕はロータリ

ー活動の根幹なのです。あくまでも皆さんはそれぞれ

の専門職をやりながら、そこで奉仕して頂いているので

す。日本のロータリーとしては職業奉仕と社会奉仕は

わかりますが、国際奉仕の３つを統合するのには異を

唱えています。職業奉仕と社会奉仕はあくまでも、今 

１８ある委員会を５つにしなさいと言っています。何故こ

んなことが、２０１９年の年度にも今までガバナー公式

訪問でも大事なお話はありませんでした。私達は立派

な活動計画書を作っているのですから、公式訪問時に

各委員長にこたえなければいけないのです。それすら

ないので非常に無念を感じました。その中で、委員会

が編成を伴う問題点は、会員数が少ないクラブが多い

ので、 

① 委員長をお願い出来る人がいない 

② 一人の会員が複数の委員会の委員を兼務している



③ 地区の出席義務が負担 

④ クラブ運営と活動資金が不足 

⑤ 会長候補がいない 

これだけの理由で１８委員会を５つの委員会にしなさい

ということなのです。これが採択したのは２００４年です。

結果的に２５９０地区は理事会に準じて、戦略委員会を

５委員会の他に組織する事を奨励しています。根本会

長にはこの戦略委員会の立ち上げを切にお願いします。

次の若い世代に引き継いでもらうために、クラブ独自で

何とか考えていかなければいけないと思います。 

 

◎ ニコニコボックス        高森親睦委員 

根本会長 

  今日は１１月２日港南フェスティバルのフォーラム

です。しっかり皆で取り組みましょう。 

湯屋さん入会おめでとうございます。 

尾形幹事 

  港南区５０周年イベントまで、あと１０日になりまし

た。皆様引き続きのご支援よろしくお願いします。 

高森会員 

  本日は港南区制５０周年について、話をさせて頂

きます。 

  佐々部会員、５０周年配布資料ありがとうござい

ます。 

橋浦会員 小後摩会員 青柳会員 

  本日は港南区制５０周年式典の確認会です。  

打合せを行いますので、皆で頑張りましょう。 

湯屋会員 

  本日伝統ある横浜港南ロータリークラブに入会さ

せて頂きます。宜しくお願いします。 

坂巻会員 

  こうなんゆめワールドの楽しいクイズを準備して

います。お子さん、お孫さんも是非お立ち寄りくだ

さい。 

佐々部会員 

  ５０周年のブース用のチラシを準備しました。 

宮島会員 宮下会員 

  すみません。早退させて頂きます。 

大井会員 

  日曜日は入所見学会。月曜日は監査、そして昨

日は運動会でした。休みたい・・・ 

海野会員 

  季節のメリハリがありません。体調管理にご注意

ください。 

市川会員 

  今月初めに風邪をひき、老体の為か風邪をこじら

せて２週連続で欠席しました。ニガニがです。 

  ニコニコボックス本日合計 １６，０００円 

ニコニコボックス 累 計   ４７９，０００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  

根 本 会 員  橋 浦 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 ３６０，０００円 

 

◎ 次週の予定 

１０月３０日(水)  休会 

 

◎ １１月の予定  

１１月 ６日(水)  米山記念奨学生 ショウ君 

１３～１４日(水・木)親睦旅行 城ヶ島京急ホテル  

２０日(水) ・國光会員 ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 

           ・次年度理事発表 

２７日(水)  港南区５０周年 港南区長 

 

◎ 会報               大井会報委員 


