
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2191 横浜港南ロータリークラブ週報 
2020．7．15．[水] 第 2434回例会報告 
 
◎司 会                宮下ＳAA委員 
◎ロータリーソング            なし 
◎ソングリーダー             なし 
◎ｹﾞｽﾄ  ・第２５９０地区ガバナー 吉田隆男様  
       （神奈川東ロータリークラブ） 

・第 5 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 下山清隆様  
       (横浜南陵ロータリークラブ)) 
◎ﾋﾞｼﾞﾀｰ ・会長ｴﾚｸﾄ・地区副幹事 小山市康様 

（神奈川東ロータリークラブ） 
       ・副会長・地区副幹事  植田清司様 
       （神奈川東ロータリークラブ） 
 
◎出席報告              淺井出席委員 
会 員 数 

                    
出 席 者     

数                     
出席率 前回 

修正率 
前月 
平均率 

32(7 )名 26(4)名 89．6% 96.6%  78.3% 
（  ）内は出席免除会員数 

 
◎ 会長報告  
① 吉田ガバナーとの話の中で、コロナをきっかけに時

代は変わってきています。会員増強は数だけの増
加が良いわけではなく、優先すべくは質の高いクラ
ブを作れば、そこに必然的に会員が集まってくると
いうお話を頂き非常に感銘を受けました。 

② ７月２日夜に会長・幹事・会員増強委員と小笠原会
員含む新会員６名の合計１２名で会合を行い、たく
さんの話を伺いました。 

③ ７月６日、セブポートセンターＲＣに今年は行けませ
んでしたので、櫻井委員の会社でズーム方式のイ
ンダクションに参加しました。 

◎ 幹事報告 
① 地区より、７月４日の熊本県豪雨災害に対して義援

金協力依頼が来ています。会員一人当たり２０００
円の協力をすることになりました。 

② レターケースに年会費他（ｾﾌﾞＲＣとの共同事業費・
Ｒ財団・米山・ポリオ）の納入をお願いします。 

③ ロータリークラブのホームページから『ＭＹ ＲＯＴＡ
ＲＹ』への登録が出来ますので、登録方法を回覧し
ます。いろいろな情報を見ることが出来ますので、
是非登録してください。 

④ 次回の例会は８月５日となります。会長所信表明と
前年度行うことが出来なかった出席優秀者発表や
記念品贈呈等を行います。 

⑤ 次回の理事会は８月３日です。理事の方は出席お
願いします。 

⑥ レターケースにたくさん書類が入っていますので、
皆さんお持ち帰りくださいますようお願いします。 
 

◎委員会報告 
① 国際奉仕委員会           宮島(秀)委員長 

７月６日セブポートセンターＲＣのインダクションに、
平山会長・青柳幹事・櫻井会員・天野会員・國光会
員・宮島(史)会員と私はズームで参加しました。１９
時半から２４時まで櫻井会員の会社の部屋をお借
りしました。平山会長は英語のスピーチでセブの方
は大変感銘を受けていらっしゃいました。 

② Ｒ財団ﾌｪﾛｰについて 北見地区平和ｾﾝﾀｰ委員長 
『ロータリーの友』７月号Ｐ５２～５３にホストエリアコ
ーディネーターの水野さんの記事があります。今年
度フェローが来るかわかりませんが、これを読むと
活動が分かりますので是非ご覧ください。 



③ 米山奨学委員会             佐々部委員 
   昨年当クラブは地区目標の 25,000円をオーバーす

ることが出来、地区の順位でもベスト１０に入りまし
た。皆さんありがとうございました。   

④ 親睦委員会                大井委員長 
＊ 配偶者誕生日祝 
   上杉美穂様(２５日)・平山多美子様(２６日) 

     
◎ 吉田隆男ガバナーのご紹介 
［略歴］ 
1948年 4月 6日生 
1971年 3月 日本大学 法学部卒 
吉田倉庫（株）取締役会長現在に至る 不動産鑑定士 
［公職歴］ 
2001．4～2010．3 川崎市固定資産評価審査委員 
2011．4～2017．3 横浜市土地利用審査会委員 

(2012．4月より会長代行) 
1978．6～2018．3 国土交通省土地鑑定委員会評価員 
1989. 1～2018．12横浜地方裁判所鑑定委員 
1989．4～2019．3 横浜地方裁判所調停委員 
1995.10～       横浜家庭裁判所調停委員(現) 
2016.～       一般財団法人ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ神奈川 

連盟維持財団常務理事(現) 
［賞暦］ 
2007．6        国土交通大臣感謝状 
2014．10       最高裁判所長官表彰 
2017．11       藍綬褒章受章 
［ロータリー歴］ 
1986．12．6     神奈川東ＲＣ入会 
2007～2008年度 神奈川東ＲＣ会長 
2009～2010年度 地区国際奉仕副委員長 
2013～2014年度 第 4グループガバナー補佐 
2018～2019年度 資金推進副委員長 
Ｒ財団メジャードナー ベネファクター 
ＭＰＨＦ 米山功労者マルチプル 

 
◎ 『ガバナー公式訪問』     吉田隆男ガバナー 
 
 
 
 
 
 

本年度のＲＩ会長ホルガー・クナークさんは６７歳でド

イツの方です。今年度のＲＩ会長テーマは『ロータリーは

機会の扉を開く』です。それを表す３枚の扉が開いた絵

です。一番左はグランベリーという色（ローターアクトの

カラー）・中央はロータリーゴールド・右はロータリーブ

ルーです。ホルガ－・クナークさんはとても温厚な方で

日本人の考え方に似ていると感じました。 

今年１月にサンディエゴで国際協議会がありました。

その時の話を要約してお伝えしたいと思います。 

ホルガ－・クナークさんは『いかにしてロータリーを成

長させることが出来るのか』とおっしゃっていました。 

・現会員の維持、ふさわしい新会員を募る 

・組織を強くする 

・世界でロータリーの認識が高まっているこの機会 

に行動を起こす 

会員はロータリーが楽しくなって、これからもロータリー

の会員としていて頂くよう、『現会員の維持』を強調して

いらっしゃいました。 

新会員の会員増強について、例年のように何人とい

うような数字は掲げません。今まで数字を掲げて成功し

たことはないので、今年は掲げないということです。 

２５９０地区は５５クラブありますが、クラブの特性に合

った会員をそれぞれが新会員として迎えて下さい。その

新会員の選考は慎重にして欲しいということでした。 

そして、『世界でロータリーの認識が高まっているこ

の機会に行動を起こす』ということは、ポリオの事を指し

ています。ロータリー会員は当然ポリオの寄付をしてい

るのでＲＩがやっていることは認識していますが、ロータ

リアン以外の一般の方はポリオ活動の事をあまり知り

ません。このポリオ撲滅の活動について、クラブでもっ

とＰＲし、これらを世界で意識が高まっているこの機会

に行動を起こして欲しいと言っています。 

ロータリーの会員数はアジアでは増えていますが、

北米では減っています。ロータリー会員が減った理由

の一つに、変革についていくのが少し遅れた為ではな

いかということです。例えば、デジタル革命です。コダッ

クがデジタルに変換できなかった為に、事業を縮小せ

ざるを得ず、カメラ事業から撤退したのです。ロータリー

も変わっていかなければならないと言われています。た

だ、中核的価値観を強調されており、親睦・高潔性・多

様性・奉仕・リーダーシップにより添った、ロータリーを

運営して欲しいということです。 

ドイツのホルガ－・クナークさんの所属するロータリ

ークラブは、人々をロータリーにひきつけるのは友情と

人脈作りの機会だと言っています。だからこそクラブが

強いのです。奉仕の力は強いクラブから生まれるもの

で、ロータリーは同じ価値観を持つ人、高潔な心を持つ

人のコミュニティなのだと考えています。 

先ほど話したように、これからロータリーは変わらな

ければなりません。新クラブのモデルで衛星クラブとい

うものもありますが、ローターアクトクラブも今年７月１

日から、２０１９年の規定審議会で大きく変わりました。

今までは、提唱クラブがあって、その下にローターアク

トクラブがありました。７月１日より提唱クラブがなくても

ローターアクトクラブは創立できるようになりました。既

存のローターアクトクラブが提唱クラブになることも出来

ます。提唱ローターアクトクラブがなくてもローターアク

トクラブは作れるというように大きく変わっています。 

２０２２年７月１日から人頭分担金はローターアクターが

負担することになり、ローターアクトクラブには地域を主

体とするものと、大学を基盤とするものがあります。２５

９０地区では地域を主体とするものが全てです。提唱ク

ラブが全てあります。２０２２年７月１日から、人頭分担

金を今まである提唱クラブがローターアクトクラブとの

間でどうするかは今あるロータリークラブとローターアク



トクラブで決めるというのが地区の方針です。若い世代

にとって一番関心があるのは環境問題です。ですから、

環境問題をこれからもっと取り上げていくと若い方の入

会の機会が増えるのではないかと思います。 

 全てのロータリークラブは、少なくても年に一度は戦

略計画会議を開いてください。どのクラブも５年後１０年

後に、それぞれのクラブがどのようになりたいのか。そ

ういったことをクラブで話し合ってほしいのです。今だけ

のことを考えるのではなく、将来的に考えて行動計画に

移して欲しいのです。 

 新会員は慎重に選ぶ。新会員にとってクラブがぴった

り合うこと。そして、新会員の期待に応えるクラブである

こと。入会して魅力がないと、どうしても退会に結び付

いてしまうため、クラブが魅力あるクラブにならなけれ

ば退会防止は難しいので、新会員の期待に応えるクラ

ブであることは非常に重要なことだと思います。 

 

2020～21年度ロータリーが目指す姿 

ＲＩテーマ 『ロータリーは機会の扉を開く』 

ＲＩ会長のメッセージは、『ロータリアンの成長』『奉仕の

実践』『ロータリアンの喚起』『ロータリアンの人生を豊

かに』『人々の人生を豊かに』と言っていると思います。 

ＲＩ会長のテーマは４年前からこのように変わっていま

す。     
ロータリー：変化をもたらす  （変化） 
       ↓ 
インスピレーションになろう   （感化） 
       ↓ 
ロータリーは世界をつなぐ   （つながり） 
       ↓ 
ロータリーは機会の扉を開く （再出発） 
        

ホルガ－・クナークさんの言うことはガイ・ガンディカ－

さん（１９２３～２４ＲＩ会長）に似ています。 

ロータリーの特徴 

１． ロータリアンの人間性の向上 

２． ロータリアンの事業の向上 

３． ロータリアンの職種・業界全体の向上 

４． ロータリアンの家庭、町、州、国並びに社会全体の

向上 

５． ロータリークラブの例会は、上記の向上のための

『親睦と学びの場』 

６． ﾛｰﾀﾘｰの『親睦』の目的は、ﾛｰﾀﾘｰの成長・発展 

ロータリーの究極の目的は『素晴らしい真のロータリア

ン』の育成です。世界を変える行動人となり、社会の発

展に貢献し、そして世界平和へ繋がります。 

ガイ・ガンディカーさんのロータリー観は 

１． ロータリアン同士の親睦を基盤に、 

２． 立派なロータリアンを育てながら、 

３． 価値ある奉仕を通じて 

社会に貢献する世界的な団体である。親睦・学び・奉仕 

これからのロータリーとして、２８００地区の鈴木さんは 

2020-21 年度ロータリーが目指す目的を木に表されま

した。 

根(養分)⇒ 「クラブ会員との親睦」 

「他クラブ会員との出会い・親睦」 

幹   ⇒ 「立派なロータリアン」 

葉   ⇒ 「国際奉仕」「社会奉仕」「職業奉仕」 

養分となる根が大切です。例会やそれぞれの委員会活

動を重要視しないとロータリーは発展しないと思いま

す。 

 

ＲＩが目指す～戦略計画～親睦・学び・奉仕～ 

ロータリーは、 

１． ロータリアン同士の親睦を基盤に、 

２． 立派なロータリアンを育てながら、 

３． 価値ある奉仕を通じて、 

社会に貢献する世界的な団体です。 

 

第 2590地区 2020～21年度ガバナーテーマ 

～ためになる魅力あるロータリー～ 

自分を磨き、品格(高潔性)とクラブの魅力を高めよう 

１． ロータリーの魅力を再発見しましょう 

ロータリーの原点は親睦と職業奉仕です。これがな

ければ本当のロータリーとは言えないし、この２つを

通して自分を磨く場所だと思います。 

親睦は、米山梅吉さんは「ロータリーの例会は人生

の道場である」と言われています。例会は自己研鑽

の場であります。会員の皆さんは職業が違うので、

物の考え方・言葉遣い・あふれる情熱・知識の深さ・

立ち居振る舞い・生きる姿勢・持てる能力・生きた情

報をお互いに感化し合って自己研鑽する場であると

思います。その上に養分があり、そしてはじめて職業

奉仕がくると思います。自分を磨き立派なロータリア

ンになり、その心を持って職業奉仕という順番なのだ

と思います。当然四つのテストに基づいて、人の為に

なる職業活動をすることを目指しましょう。親睦なども

自分の為にならないと意味がありません。その後に

人の為、社会の為、世の中の為に奉仕活動を行って

いくのです。ロータリークラブは一生付き合えるような

素晴らしい仲間を得ることが出来る場です。そして、

生き方の違う人など、お互いに耳を傾ける事が重要

だと私は考えています。良い意見なら自説を捨てて

も受け入れようとする柔軟性(寛容な心)を養います。

世のため社会のためになる奉仕を実践し、新会員に

感動を与える事が大事だと思います。 

２． ロータリーの新しい戦略計画を実行しましょう 

各クラブが将来『こうありたい』というビジョンを描き、



それに添って目標と行動計画を立てて下さい。ロータ

リーを定義づける不変な中核的価値観(親睦・高潔

性・多様性・奉仕・リーダーシップ)を前提とし、ロータ

リーの目的を理解した上で、それぞれ各クラブが個

性あるビジョンを持ち、多様性と活気にあふれ、良い

変化をもたらすように支援する事を目指します。 

３．会員基盤の強化をしましょう 

クラブの魅力を高めて入ってきた方々が２～３年経ち、

ロータリアンとして成長すれば、他のロータリアンで

ない人は、『あの人変わったわね。ロータリーは良い

ところなのね』と変わってくると思います。クラブの魅

力を高めて、新しく入ってきた人たちが真のロータリ

アンとして向上すれば、自然に会員増強も出来ると

思います。我々の地区は女性会員がまだまだ伸びる

可能性がありますので、是非女性会員を増やして頂

きたいと思います。 

４．ロータリー財団及び米山記念奨学事業の意義を 

理解し寄付に協力しましょう 

グローバル補助金奨学生など立派な職業に就いて

いますが、もっと地区全体の会員の方に知らしめた

ほうが良いのかと私は感じています。北見さんの所

属している平和フェローも素晴らしい委員会ですし、

米山記念奨学生についても奨学生は熱心です。これ

らの寄付は非常に役立っています。轟年度と同じよ

うに寄付について、宜しくお願い致します。 

５．ロータリーの公共イメージを推進しましょう 

横浜港南ＲＣは港南区役所と密接なつながりがある

ようですので、ポリオの話などいろいろな会を通じて

今以上に広報して頂きたいと思います。 

６. 『ロータリーの友』を活用しましょう 

『ロータリーの友』は情報の宝庫です。Ａ４版になり読

みやすくなっていますので、是非活用ください。 

７．IM (インターシティーミーティング)の実施 

昨年は開催出来ませんでしたが今年は行う予定で

す。 

テーマ“変動する未来のロータリーの夢を考えよう” 

～ﾛｰﾀﾘｰの理念を原則とし、時代との調和をとろう～ 

変動する、これからの時代を踏まえた、ためになる  

ＩＭを開催して頂きたいと考えています。 

８．『ＭＹ ＲＯＴＡＲＹ』の登録率の向上をさせましょう 

当地区はマイロータリーの登録率が低いので、是非

皆さん登録をして、情報を仕入れてロータリーについ

てもっと詳しくなるようにしてください。 

９．2020－21年度ロータリー賞(ロータリークラブ対象) 

  に挑戦しましょう 

クラブとしてぜひ挑戦して頂きたいと思います。 

これで私の話を終わります。２５９０地区が更に発展

するようにご協力宜しくお願い致します。本日はありが

とうございました。 

 
◎ ニコニコボックス           海野委員 
第５グループガバナー 吉田隆男様 
  本日は公式で参りました。宜しくお願い致します。 
第５グループガバナー補佐 下山清隆様 
  本日ガバナーの御伴をして参りました。よろしくお願

いします。 
神奈川東ＲＣ小山市康様・植田清司様 
  本日は吉田ガバナーの同行で参りました。宜しくお

願い致します。 
平山会長 
  吉田ガバナー・下山ガバナー補佐・植田地区副幹

事・小山副幹事ようこそいらっしゃいました。本日は
ガバナー公式訪問宜しくお願い致します。 

   配偶者誕生日祝を頂きましてありがとうございまし
た。 

青柳幹事 
  吉田ガバナー・下山ガバナー補佐・植田地区副幹

事・小山副幹事ようこそいらっしゃいました。本日は
ガバナー公式訪問宜しくお願い致します。 

上杉会員 
  本日はガバナー公式訪問。宜しくお願い致します。 
  配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございました。 
福嶋会員 坂巻会員 宮島(秀)会員 山野井会員 

吉田ガバナーようこそいらっしゃいました。 
市川会員 横尾会員 海野会員 豊場会員 櫻井会員 
小後摩会員 佐々部会員 宮下会員 大井会員 
  第２５９０地区ガバナー吉田隆男様・ガバナー補佐

下山清隆様・公式訪問ありがとうございます。地区
副幹事小山様・植田様ようこそいらっしゃいました。 

瀧会員 
  クールビズで来てしまいました。ニガニガです。 
高柳会員 
  吉田ガバナーようこそいらっしゃいました。 
  本日所用により早退致します。申し訳ありません。 

 ニコニコボックス本日合計 ５８，０００円 

ニコニコボックス 累 計 １４７，０００円 

 
◎ 米山チャリティボックス  
                  宮下米山記念奨学委員長 
大井会員 坂巻会員 佐々部会員 根本会員  
平山会員 宮下会員 ６名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 １２，０００円 

米山チャリティボックス累計 １７，０００円 

◎８月の予定 
 ８月 ５日(水) 会長所信表明挨拶 

    １２日(水) 休会 
    １９日(水) 会長・幹事・各委員会報告 
    ２６日(水) 休会 
◎ 会報               市川会報委員 


