
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2190 横浜港南ロータリークラブ週報 
2020．7．1．[水] 第 2433回例会報告 
 
◎司 会              上杉ＳAA委員長 
◎ロータリーソング          なし 
◎ソングリーダー           なし 
◎ゲスト  第５ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 下山清隆様 
       (横浜南陵ＲＣ) 
◎ﾋﾞｼﾞﾀｰ ・横 浜 南 ＲＣ会 長   槇 俊徳様 
       ・横浜南ＲＣ副会長   岸 厚子様 
       ・横 浜 南 ＲＣ幹 事   青木 理様 
       ・横浜南ＲＣ・地区拡大増強委員長  

宮田彰久様 
◎出席報告              瀧出席委員長 
会 員 数 

                    
出 席 者     

数                     
出席率 前回 

修正率 
前月 
平均率 

32(7)名 29(5)名 96．6% 78.3%  78.3% 
（  ）内は出席免除会員数 
 
◎ 根本前会長から平山会長へ小槌の引き継ぎ 
 
 
 
 
 
 
 

『平山会長』 これから頑張ってまいります 
 

◎ 横浜南ＲＣ会長 槇俊徳様よりご挨拶 
今年度横浜南ＲＣの会長を仰せつかった槇と申しま

す。今年度から皆さんと横浜南ＲＣやその他のクラブの
方々と連携して、情報共有し、共に頑張っていきたいと 

思います。今年度よろしくお願い致します。 
 

◎ 前年度決算及び予算報告  石坂会計委員 
① ２０１９～２０年度の一般会計決算書、２０１９～２０

年度特別会計決算書、５０周年記念事業決算書
(途中報告)については、活動計画書のＰ３０～３３
に記載されている通りです。 

・ ２０１９～２０年度一般会計決算書 
収入は予算に対して年会費が約 500,000 円のプラ
ス。 
支出はコロナで休会になった昼食の費用で区内の
保育園等に消毒液・ハンドソープ 495,000 円を寄贈。
皆様からご了承を得て行ったもの。 

・ ５０周年記念事業決算書(途中報告)について、  
５０周年事業決算書の残高、1,317,567 円について
はこれからどのように利用していくか決めていく。 

② ２０２０～２１年度の一般会計予算書、２０２０～２１
年度の特別会計予算書は活動計画書のＰ３４～３
６に記載されている通りです。 

・  ２０２０～２１年度一般会計予算書について、 
収入は前期繰越金が多くて 4,038,840 円になりまし
た。 

・  ２０２０～２１年度特別会計予算書 
   収入は昨年同様ニコニコ 1,100,000円を予定。 
皆様、承諾頂きありがとうございます。 

 
◎ 会計監査報告            飯島会員 

６月２２日横浜銀行上大岡支店にて監査を行いま
した。通帳・帳簿類を精査致しまして、収支内容に
ついて聞き取り等を行いました。その結果、適正な
会計処理がなされたものと、ご報告致します。 



◎ 会長報告  
① 今年はコロナからはじまり、前年度の３月～６月は

例会が中止になることがありました。コロナはまだ
落ち着いておりませんが、理事会を開き、今年の運
営について協議しました。 

・  今年度の前半７月～１２月まで現状の様子が変わ 
らなければ、例会は第１・第３水曜日の月２回のみ
開催。第２・第４水曜日は中止となります。 

・  声を発するということで、残念ですがロータリーソン
グの合唱と卓話は中止にしたいと思います。 

・  修正プログラムをお配りしましたが、現状での開催
日程です。 

・  米山奨学生の姚義さん(中国)は来日されないので、
今年度米山奨学生はございません。 

・  前年度からの卓話を予定していた方には申し訳あ
りませんが、来年早々に卓話を開催できればと考え
ております。 

・  今年はコロナ対策として我々自身が守れるか、そし
て、地域に対してコロナ対策の奉仕活動ができるか
ということを念頭に置いて進めていきたいと思いま
す。 

② 山野井会員に茜会の助成金をお渡しします。 
 

◎ 幹事報告 
① ６月１８日に第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ新旧合同会長幹事会が開

催されました。今年度のテーマについて吉田ガバ
ナー・下山ガバナー補佐からお話がありました。１５
日のガバナー公式訪問でもお話を頂きますが、詳
細は活動計画書をご覧下さい。 

② ６月２７日横浜南ＲＣの最終例会に招待して頂き、
新旧会長幹事で参加させて頂きました。横浜南ＲＣ
と横浜港南ＲＣは親子の関係で，これからもロータ
リー活動を通じて関係を深めていきたいと思いま
す。 

③ ６月２９日理事会を開催しました。 
・  上期は７月～１２月まで、例会は隔週で行っていき
ます。下期はこれを配慮し、方向性を決めていきま
す。 

・  地区より、地区大会は当初１１月６・７日に開催予定
でしたが、来年４月１０日(土)に一日のみ開催するこ
とになりました。 

・  次回の例会は１５日(水)ガバナー公式訪問です。 
上着とネクタイの着用をお願いします。 

・  ７月２日(水)１８時半から『京急點心茶室』で会員増
強委員会の研修会を行います。参加者は入会が浅
い新会員の方と委員会メンバーの６名です。 

・  姉妹クラブのセブポートセンターＲＣのインダクショ
ンはコロナの影響で行くことが出来ませんので、７
月６日(月)日本時間２０時３０分より国際奉仕委員
会がオンラインで参加します。紺のブレザーと赤い
ネクタイでお願いします。 

・  前年度鈴木地区幹事より、コロナの影響で事務局
員連絡会が開催出来ませんでした。感謝の気持ち

を込めた記念品のクオカードが届いていますので、
大塚さんへお渡しします。 

 
◎ 委員会報告 
① 親睦委員会                大井委員長 
＊ 会員誕生日祝 
   高栁会員(５日)・飯島会員(７日) 

 瀧会員(１３日)・高森会員(２２日) 
   國光会員(２３日)・橋浦会員(２６日) 
＊ 会員入会記念日祝 
   國光会員（３日）・宮下会員（３０日） 
    
◎ 『ガバナー補佐訪問協議会』 

 
 
 
 

 
 

本年度ガバナー補佐を務めさせて頂く下山です。  

よろしくお願い致します。１５日はガバナー公式訪問の

為、平山年度のスタートの日ですが参上致しました。お

話で上期は月に例会が２回と少ないようですが、今年

はコロナが終息していないので、各クラブいろいろな形

で運営していかなければなりません。第５グループで横

浜旭ＲＣは一年間の間、月２回の例会ということです。

これは各クラブで決めて進めていかなければいけませ

ん。皆さん協力して運営して頂きたいと思います。 

 

«平山会長≫ 

クラブ活動計画書は４月末までに原稿を用意して作成

しております。それから２ヶ月ほど経ち、当時の状況等

とは変わっているかもしれませんが、進めて参ります。 

«クラブ奉仕委員会              豊場委員長≫ 

クラブ奉仕はクラブ奉仕全体の根幹をなす大事なもの

です。これをより活性化することによって、更にクラブが

充実していきます。ただ、今期はコロナの影響で活動し

にくい状況です。とりあえず半期だけ月に２回の例会と

いう形をとります。状況においては下半期の時期に今

まで溜めておいたものを全部出して活性化に努めたい

と思います。 

«会場監督委員会             上杉委員長≫ 

例会及び会合等において、会場監督としての職務を十

分理解し、明るく和やかな雰囲気の中にもクラブの品

位と秩序を守りつつ、会合がその使命を発揮できるよう

に設営と進行役に努めます。食事の配膳について過不

足を確認して処置しますが、例会を早退等される方は

事前にお知らせ下さい。 

«会員増強選考委員会         佐々部委員長≫ 

新会員を増やすということではなく、既存の会員や特に

最近入会された会員のフォローアップと退会防止に努



めながら、会員増強に努めます。ワークシートの作成を

全会員に奨励し、純増２名を達成します。 

«出席委員会                  瀧委員長≫ 

急な欠席は例会がある週の月曜日午前中までに事務

局へ連絡をお願いします。例会欠席の場合は、メイキャ

ップを奨励し、例会無断欠席の場合は、ペナルティーと

してニガニガを出して頂きます。 

«研修・広報委員会             根本委員長≫ 

研修委員会はロータリアンの自主性を高め、それぞれ

のクラブが充実したロータリー活動ができるようにする

ことを目的とします。新会員がロータリーをより理解でき

るよう入会３年未満の会員を対象に研修会、炉辺会合

を開催します。 

«プログラム委員会             海野委員長≫ 

上半期は修正プログラムに沿って進めさせて頂きます。

卓話をより魅力的なものにして、クラブの活性化を図り

ます。１月以降ですが、ベテラン会員の卓話は「私のロ

ータリー人生を語る」をお願い致します。 

«親睦委員会                 大井委員長≫ 

今年度に関してはコロナウイルス感染拡大防止のため

の新しい生活様式を踏まえた親睦活動を考えざるを得

ません。１０月に予定している親睦旅行の実施は難し

いと思いますので、来年の４月に出来るように考えてい

ます。 

«合唱委員会                 阿曽委員長» 

例会の始めに、全員でロータリーソングを合唱する事

により、明るく、和やかで、楽しい雰囲気作りをしていく

様に心がけて参ります。 

≪会報委員会                坂巻委員長≫ 

クラブの記録保持と、ロータリー情報の充実を図るため

例会の会報を発行します。今まで会報は紙面とメール

両方を提供し、紙の会報を必要な方のレターボックスに

入れていましたが、他にも１０部くらい用意しておきます

ので、メール配信を依頼されている方でもご覧くださ

い。 

«講評                 下山ガバナー補佐≫                   
«会場監督委員会≫ 
活動計画書に記載されている通り実施して頂ければ素
晴らしいと思います、よろしくお願い致します。 
«会員増強選考委員会» 
私も佐々部委員長と同じで、現有勢力を守っていく運営
の仕方が一番だと思います。ロータリーはこのような会
合で会ってなんぼの組織です。コロナがこの様な状況
での入会は困難ではないかと思います。昨年４名が入
会されていますので、少しでもロータリーを理解して頂
き入会して良かったと思って頂きたいと思います。 
«出席委員会» 
会報で横浜港南ＲＣの出席率は７５％前後に見えまし
た。その位を維持して頂きたいと思います。 
«研修・広報委員会» 
入会の浅い会員に内容の濃い研修を行って頂けると幸

いです。 
«プログラム委員会» 
上半期例会数が少なく報告事項と食事だけということ
なので、プログラム委員会が活躍する場がないように
思われます。 
«親睦委員会» 
コロナ感染拡大防止を考えながら、極力予定表の内容
が実施できるよう活動してください。 
«会報委員会» 
栁沼さんから会報を頂いております。会報は本当に充
実していると思います。 
 
«職業奉仕委員会              櫻井委員長≫ 
職業を生かし、社会に貢献します。学生・生徒への職
業情報の提供と、職場見学を通して社会的役割を認識
します。 
«社会奉仕委員会              高栁委員長≫ 
地域社会に貢献できる奉仕活動を実現して、認知度の
向上と魅力ある奉仕活動を行う魅力あるクラブ作りを
進めていきます。コロナウイルス感染症の影響があり、
状況を踏まえて出来る限りのことを実施します。 
«国際奉仕委員会           宮島(秀)委員長≫ 
姉妹クラブのセブポートセンターＲＣとの共同・支援事
業として、ストリートチルドレンの給食補助や井戸掘り
事業等の支援活動をやっていきます。１０月に機会が
あるようなので、セブに行ければと思っています。 
«ロータリー財団委員会          北見委員長≫ 
基本的に皆さんには寄付をお願いします。昨年度より
年次基金が１５０米ドル以上。ポリオプラス年間３０米ド
ル以上になっています。財団は原資がないと活動でき
ませんので、皆さんにご理解ご協力をお願いします。 

«米山記念奨学委員会           宮下委員長≫ 

今年度予定していた中国からの奨学生は中止となりま

す。米山奨学会は皆さんの寄付によって成り立ってい

ますので、活動の内容報告や卒業した奨学生たちと連

絡を取り、極力情報提供できるよう進めていきます。 

«青少年奉仕委員会            橋浦委員長≫ 

青少年交換プログラムは前年度から当地区では中止と

なっておりますので、具体的活動はＲＹＬＡを中心に実

施して参ります。その他、地域に密着した青少年活動も

コロナ問題で行われるか分かりませんが、行われる段

階になったら積極的に応援していきたいと思います。 

«講評                 下山ガバナー補佐» 

«職業奉仕委員会» 

吉田ガバナーは親睦と職業奉仕で進めていくということ

です。業種によってはコロナで会社の健康が脅かされ

ている方もおられます。職業あってのﾛｰﾀﾘｱﾝです。 

«社会奉仕委員会» 

横浜港南ＲＣの社会奉仕委員会は素晴らしい活動をし

ていると思います。港南区役所と連携をとる等、アルコ

ールやハンドソープの寄付を迅速にされて素晴らしい

です。出来る限り頑張って頂きたいと思います。 



«国際奉仕委員会» 
海外と姉妹締結することが出来るのは素晴らしいことで
す。是非維持して下さい。海外は行かないと親しみが
湧きませんので、海外に行くチャンスを作って下さい。 
«ロータリー財団委員会» 
Ｒ財団のお金はロータリーの本当の原資です。皆さん
の寄付で成り立っています。ご協力を是非ともお願い
致します。今年度地区補助金はやっていないということ
なので、次年度地区補助金を是非使ってプログラムを
考えてみてください。 
«米山記念奨学委員会≫ 
米山は一人 25,000 円の寄付を目標としていますが、そ
の金額でなくても、それに近い数字の金額を皆様方に
お願いしたいと思います。 
«青少年奉仕委員会» 
青少年交換プログラムに関して、もう一度委員会自体
を考えるという動きがあります。その結論がある程度出
なければ青少年交換は出来ないのではないかというこ
とです。 
«平山会長» 
下山ガバナー補佐本日はお忙しい中本当にありがとう
ございました。これでガバナー補佐訪問協議会を終わ
ります。 

 
◎ ニコニコボックス         大井委員長 
第５グループガバナー補佐 下山清隆様 
平山丸出航おめでとうございます。一年間よろしくお
願い致します。 

横浜南ロータリークラブ 槇会長 岸副会長 青木幹事 
平山会長、年度初例会に新三役でお伺いさせて頂き
ました。貴クラブとの交流、奉仕活動等ご一緒させて
頂けること楽しみにしております。本日は誠におめで
とうございます。 

横浜南ロータリークラブ 宮田彰久様 
初例会おめでとうございます。我がクラブの最終例
会に平山会長、青柳幹事、根本前会長に来て頂きあ
りがとうございました。 

平山会長 
あいにくの天気ですが本日より新年度です。皆様ど
うぞよろしくお願い申し上げます。 
下山ガバナー補佐・横浜南ロータリークラブ槇会長・
岸副会長・青木幹事・宮田地区拡大委員長、ようこそ
いらっしゃいました。 

青柳幹事 
本日第 1回例会です。一年間ご指導ご鞭撻の程、宜
しくお願い申し上げます。 
下山ガバナー補佐・横浜南ロータリークラブ槇会長・
岸副会長・青木幹事・宮田地区拡大委員長、ようこそ
いらっしゃいました。 

根本会員  
横浜南ロータリークラブ会長、幹事、副会長、そして
地区増強委員長ようこそ。 
下山ガバナー補佐、今日はビシビシお願いします。 

平山会長頑張って下さい！！ 
会員誕生日祝・配偶者誕生日祝頂きましてありがと
うございました。 

橋浦会員 
国際ロータリー第 2590地区第5グループガバナー補
佐下山清隆様本日はご指導の程宜しくお願い致しま
す。 
会員誕生日祝頂きましてありがとうございました。 
今年８０歳になりました。 

市川会員 豊場会員  
いよいよ平山会長、青柳幹事の出航の日を迎えまし
た。頑張って下さい。応援致します。 
下山第 5グループガバナー補佐ようこそ。 
本日の協議会宜しくお願い致します。 

北見会員 阿曽会員 
配偶者誕生日祝頂きましてありがとうございました。 

高柳会員 瀧会員 飯島会員 
下山様ようこそいらっしゃいました。 
本年度も宜しくお願い致します。 
会員誕生日祝頂きましてありがとうございました。 

坂巻会員 海野会員 大井会員 天野会員  
小後摩会員 佐々部会員 山野井会員  
平山年度スタートおめでとうございます。宜しくお願
いします。 
下山様ようこそいらっしゃいました。 

上杉会員 
今年度最初の例会です。宜しくお願い致します。 
会員誕生日祝頂きましてありがとうございました。 

福嶋（昭）会員  
久しぶりの例会、元気で出席出来ました。 

横尾会員 櫻井会員 
  今期もよろしくお願いいたします。  
宮下会員 
下山ガバナー補佐様ようこそいらっしゃいました。 
会員入会祝頂きましてありがとうございました。 

宮島（秀）会員 
今年度、国際奉仕委員長を仰せつかりました。若輩
者ですが、宜しくお願い致します。 

淺井会員 宮島（史）会員 
久々の例会です。新年度宜しくお願いします。 

國光会員 
本日早退させて頂きます。新年度宜しくお願いしま
す。 
会員誕生日祝・会員入会祝を頂きましてありがとうご
ざいました。 

 ニコニコボックス本日合計 ８９，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ８９，０００円 

◎ 米山チャリティボックス  
                  宮下米山記念奨学委員長 
坂巻会員 佐々部会員 根本会員 宮下会員 ４名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ５，０００円 

米山チャリティボックス累計 ５，０００円 

◎ 会報               坂巻会報委員長 


