
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2179 横浜港南ロータリークラブ週報 
2019．11．27．[水] 第 2420回例会報告 

 

◎司 会                市川ＳAA委員 

◎ロータリーソング    『それでこそロータリー』 

◎ソングリーダー            高栁合唱委員 

◎ゲスト ・港南区長        今冨雄一郎様 

       ・港南区役所区政推進課長 林豪様 

◎ﾋﾞｼﾞﾀｰ ・横浜ベイＲＣ会長     生駒寅男様 

       ・横浜ベイＲＣ会長ｴﾚｸﾄ 吉田昌弘様 

       ・横浜ベイＲＣ      石川恵美子様 

・横浜ベイＲＣ        平 芙蓉様 

       ・横浜ベイＲＣ       前田平俊様                

◎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 29(7 )名 80.3% 88.9%  85.5% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎ 会長報告  

① 一昨日の山野井会員の黄綬褒章の式典には殆ど

の会員の皆さんがいらしたと思います。山野井会

員おめでとうございます。３９４名の大規模な記念

パーティでした。 

② １１月２日の港南区制５０周年記念式典の中のボ

ルダリング共催イベントでは今冨区長ありがとうご

ざいました。おそらくゆめワールドも過去最高の人

出であったと思います。 

③ 年末に向けて、クリスマス家族例会や新年会など、

青柳親睦委員長にはいろいろなアイデアをありが

とうございます。今後ともよろしくお願い致します。 

 

◎ 幹事報告               

① １１月２１日の会長幹事会の報告を致します。 

・ 以前ご案内した海外のメークアップツアーは人数の

関係で催行中止となりました。 

・ ガバナー事務所移転について、２０２０年３～４月頃

を予定しています。 

・ 青少年交換留学生の来年度の受け入れは一旦停

止となります。それ以降は来年検討していきます。 

・ 次年度第５グループガバナー補佐は横浜南陵ＲＣの

下山様です。その後の予定は横浜港南台ＲＣとなり

ます。 

・ １１クラブ合同例会について、理事会で検討しました

が、４月頃開催予定で計画していきます。人数や規

模等含めていろいろな方から内容についてディスカ

ッションして頂きたいので、各委員会から検討の会

に派遣して頂き内容を細かく詰めていきたいという



ことでした。 

・ 台風１９号の支援で、宮城県の岩沼ＲＣと横浜あざ

みのＲＣが提携している関係で、幼稚園でサンタク

ロースになりプレゼントを配りたいということでした。

各クラブサンタクロース(人)を募ります。金額の支援

は２～３万円をお願いしたいということで、詳細が決

まりましたら検討します。 

 

◎ 横浜ベイＲＣ会長 生駒寅男様より 

私共は４年前から月４回の例会を月２回にし、一回

欠席すると出席率が５０％になってしまうと、ロータリー

活動が出来なくなるので、会として月一回他クラブを訪

ねてのメークアップ、月一回の移動例会でロータリーに

参加する機会を作っていく為に行っています。先日米

山奨学会のお話で佐々部副委員長にいらして頂きまし

たので、本日はお邪魔させて頂きました。 

 

◎ 委員会報告  

① Ｒ財団委員会               北見委員長 

  例年、財団や米山の寄付を年会費に合わせて請求

していましたが、ポリオプラス(３０ドル以上)の寄付が

ありませんでしたので、後期の年会費よりポリオプラ

スの寄付を会費の請求と一緒にするか等回覧させて

頂きますので、どうぞよろしくお願い致します。 

② 親睦委員会                 青柳委員長 

・ １２月１８日(水) ディナークルーズのクリスマス家族

例会です。１８時半集合で場所は大桟橋２Ｆ『ロイヤ

ルウイング受付チケットカウンター』です。船の為遅

れての乗船は出来ません。 

・ 来年１月２９日(水)は『割烹田中屋』にて新年夜間例

会です。回覧しますので皆さんご出席お願いしま

す。 

③ お礼                     山野井会員 

  ２５日は皆さん有難うございました。引き出物は私の

こだわりの饅頭です。是非ご賞味下さい。 

もう一つ、私がやりましたＰＴＡの親子写生大会は山

下公園を埋め尽くすほどたくさんの方が写生に参り

ます。 

今は、『ファミリー写生大会』と横文字になりました。

そして、ペンテルのお陰で万年筆をフランスから直

輸入し、皆さんにお配りさせて頂きました。 

 

◎ 根本会長より今冨区長のご紹介 

 皆様ご存じの方ですので、今冨区長にたっぷりとお話

して頂きたいと思います。どうぞよろしくお願い致しま

す。 

 

◎ 『港南区制５０周年』        

港南区長 今冨雄一郎様 

 

 

 

 

 

 

 

港南区長の今冨でございます。４月から、区長として

就任することになりました。先ずは、横浜港南ＲＣの皆

様には区制５０周年記念事業について多大な協賛を頂

きまして、お礼申し上げます。また記念事業の一つとし

て開催されたボルダリング体験には、たくさん人が集ま

り、区役所一帯が華やかな雰囲気になり、盛り上げて

頂き本当に有難うございました。本日は卓話の機会を

頂きましたので、先ずは、１１月２日の５０周年記念事

業の様子をスライドでご覧頂き、その後に私が今まで

行ってきた仕事についてお話させて頂きます。 

５０周年記念式典では、RC のメンバーでもある高森

様には功労者のお一人として、表彰させていただきまし

た。記念式典のメインイベントとして、上永谷中学校の

生徒による書道パフォーマンスを見せていただきました。

式典後には、１４会場でひまわりフェスタのイベントが開

催されました。その内、スポーツセンターではスポーツ

レクリエーションフェスティバル、港南中では区内１１の

中学校が合同で演奏や演劇などの文化祭を行いまし

た。区役所及びその周辺では、ひまわり健康フェア、お



茶の体験などが行われ、ボルダリングでは皆さんに楽

しい時間を過ごして頂きました。その他、白バイなどの

働く車大集合、障害福祉テーマパークなど多くの催しが

ありました。ふれあい公園では、恒例となった子どもゆ

めワールドが開催されましたが、今回は約３万人という

例年にない多くの方にご来場頂き、楽しんで頂きまし

た。 

 次に、私が市役所で、今までどのような仕事に携わっ

てきたか、概略をお話します。 

私が横浜市に入ったのは昭和の最後の年です。 

１９８９年に行われた横浜博覧会の前の年に入庁しまし

た。横浜博覧会は市制１００周年、開港１３０周年を記

念して行われたものです。平成５年には通産省（現経

済産業省）に２年ほど派遣されていました。私は大学が

法学部でしたが、平成 7 年に国から戻って以来、経済

畑を歩むことになりました。経済局では、住工混在によ

る住民の方とのトラブルを回避するため、工業系地域

にマンション建設する際の規制をしていました。ベンチ

ャー企業の育成や支援も行っていました。 

その後、平成１４年から総務局の国際室で、３年ほど働

きましたが、在住外国人支援や国際平和などを主に担

当していたため、国際室にいながら、一度も海外出張

がありませんでした。これは、とても珍しいことでした。

その後、中田市長の時に秘書室に２年間いました。平

成１９年からまた経済局に戻り、そこから１０年間、経済

局にいました。そこでは、ＩＴ産業振興、特に新横浜には、

半導体の設計開発などの企業が集積しており、その支

援、また企業誘致や、市内企業の海外進出支援などを

行っていました。林市長になってから、女性起業家支援

など女性活躍支援にも取り組みました。この間に、部長

になりましたが、２年間で海外出張に８回も行くことにな

りました。その後、港南区に配属される前、２年間は、

政策局の政策部にいました。そこでは、２０１８年から２

１年の４年間の中期計画を２年間にわたり策定作業に

携わりました。計画期間中の横浜を取り巻く状況のポイ

ントは、人口減少と超高齢社会です。直近の将来人口

推計では、２０１９年をピークに横浜市は人口が減少す

ると予測していますが、今、横浜市の人口は３７５万人

になっています。平成３０～３１年は今までになく人口が

増えています。一時期、沈静化したマンション建設が、

また、進んできたのかと思います。この計画を作った時

より、人口減少の課題が少し後ろ倒しになって来るかと

思います。課題としては、人口より高齢化率、特に７５

歳以上の高齢化率が重要になってくると思います。ま

た、横浜では、外国人の人口が増加しており、１０万人

を突破しています。港南区は、外国人比率が１％台と

あまり高くありませんが、中区は１０％台です。区によっ

て事情が違うので、それぞれ対応は変わってきます。

南吉田小学校では、半分くらいが外国につながる子ど

もです。今後は、外国人の方にも地域を共に支えて頂

き、地域の担い手として一緒に盛り上げて頂きたいと考

えています。 

 先ほど経済局にいた時、２年間で８回海外出張に行

ったと話しましたが、８回のうち４回は市長や副市長の

随行として行ったものです。例えば、アメリカのニューヨ

ークでは、安倍首相も参加された対日投資セミナーで、

横浜のビジネス環境の良さをアピールし、横浜への企

業立地を促しました。セミナーでは、横浜に研究所を立

地した Apple の方が、なぜ横浜に立地を決めたかを直

接ニューヨークで語ってくれました。 

インドのムンバイに横浜の事務所があるのをご存じ

でしょうか。その開設記念として、式典に参加するととも

に、経済セミナーを開催しました。アメリカ西海岸では、

企業誘致のツアーを実施し、バイオで有名なカリフォル

ニア大学のサンディエゴ校の研究機関やバイオ関係の

団体の方ともお会いしました。企業誘致するだけでなく、

起業家育成のノウハウを持った方ともつながりを持ちた

いので、インキュベーション施設にも訪問しました。誘

致ツアーは、予め日本に進出意欲のありそうな企業を

発掘することから始め、２年計画で実施しました。地方



自治体職員になって、こんなに海外に絡む仕事が多い

とは夢にも考えていませんでしたが、ポジションによっ

て、多種多様な仕事内容があるものだと、改めて自治

体の守備範囲の広さを感じました。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

◎ニコニコボックス         宮島親睦委員 

横浜ベイロータリークラブ会長 生駒寅男様 

本日５名でお伺い致しました。よろしくお願い致しま

す。 

港南区今冨様の卓話を聞ける貴重な機会を得るこ

とが出来ました。有難うございます。 

根本会長 

港南区役所今冨区長本日の卓話楽しみです。 

横浜ベイ RCの皆様ようこそいらっしゃいました。 

尾形幹事 

横浜ベイ RC の皆様、今冨港南区長ようこそいらっ

しゃいました。 

天野会員 

会員誕生日祝を頂きまして有難うございます。 

山野井会員 

祝賀会無事終了できました。感謝、感謝です。有難

うございました。 

高森会員 

本日は港南区長今冨様・港南区推進課長林様よう

こそいらっしゃいました。区制５０周年記念式典には

共同地域づくり賞を頂き有難うございました。 

山野井さん先日はおめでとうございました。 

市川会員 

港南区長今冨雄一郎様本日は卓話を有難うござい

ます。よろしくお願い致します。 

横浜ベイ RC 会長生駒様、吉田様他３名様ようこそ

いらっしゃいました。 

西山会員 

最近脈が飛んでいるような…きちっと働いて欲しい

ですね。 

宮島会員 大越会員 佐々部会員 橋浦会員 

横浜ベイ RC生駒会長ご一行様本日はようこそいら

っしゃいました。 

山野井様先日はおめでとうございました。 

横浜市港南区長今冨様の卓話楽しみにしておりま

す。 

笠原会員 豊場会員 海野会員 小後摩会員  

上杉会員 青柳会員 大井会員 宮下会員 

横浜ベイ RCの皆様ようこそいらっしゃいました。 

今冨区長の卓話を楽しみにしております。 

高栁会員  

今冨様の卓話を楽しみにしております。 

山野井さん先日の祝賀会ではご招待頂きありがと

うございました。 

坂巻会員 

今冨区長ようこそ。１１月２日の５０周年記念おめで

とうございます。 

福嶋（昭）会員 

本日は所用のため早退致します。 

 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   ６０９，０００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  上 杉 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８名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ８，０００円 

米山チャリティボックス累計 １１７，０００円 

 

◎ １２月の予定 

１２月 ３日(水)  港南警察署 村山英彦署長 

 １１日(水)  年次総会 

    １８日(水)１８時半 『ロイヤルウイング』 

  クリスマス家族例会 

    ２５日(水)  休会 

◎ 会報              豊場会報委員長 


