第 2192 横浜港南ロータリークラブ週報
2020．8．5．[水] 第 2435 回例会報告
◎司 会
飯島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 ・港南区長
今冨雄一郎様
・港南区役所総務部
地域振興課長
大木靖博様
・港南区役所総務部
子供家庭支援課長
田中紀子様
（大久保保育園園長）
・元会員
尾形達也様
◎出席報告

小後摩出席委員

会 員 数 出 席 者 出席率 前回
数
修正率
32(7 )名 24(3)名
85．7% 89.6%
（ ）内は出席免除会員数

前月
平均率
93.1%

前月出席率１００％(７月)
青柳会員 淺井会員 阿曽会員 天野会員
飯島会員 市川会員 石坂会員 上杉会員
海野会員 大井会員 北見会員 國光会員
坂巻会員 櫻井会員 佐々部会員 瀧会員
高栁会員 豊場会員 根本会員 平山会員
福嶋会員 松村会員 宮下会員 宮島(史)会員
山野井会員 横尾会員

◎ 会長報告
① 理事会で座席について討議し、向かい合わせでな
く、教室のように座席の配置を変えさせて頂きまし
た。尚、パネルを皆さんひとり一人りに設置できる
か検討中です。
② コロナ感染者は急速に多くなっていますが、注意し
ながら前向きに暮らしていく気持ちが大事です。最
近はオンライン会議が当たり前になり、在宅ワーク
や通勤時間帯の分散など、楽になるメリットもあり

公式出席

ます。医療現場や福祉施設・保育園等のスタッフの

・ ８月４日 第 1 回平和センター協議会懇親会

方々は日々献身的に努力されており、当クラブも何

北見会員

らかのサポートが出来れば良いと思っています。万

・ ８月５日 理事会 青柳会員 上杉会員 海野会員

が一、身近なところで感染された方がいらしたら、

大井会員 櫻井会員 高栁会員
豊場会員 橋浦会員 平山会員
宮島(秀)会員

思いやりを持って対応したいと思います。
③ 前年度『会長と幹事』を務められた根本会員と尾形
元会員に記念品をお渡しします。そして、優秀賞を

④ レターケースに『ロータリーについて』という資料が

発表します。
・ 前年度出席優秀者賞４１年間出席１００％

入っています。小後摩会員がＲ情報委員長の時の

阿曽会員

資料をまとめてくれましたので、是非お読みくださ

・ 前年度出席優秀者

青柳会員・阿曽会員

い。

・ ニコニコ優秀者 １位

坂巻会員

２位

根本会員

３位

海野会員

◎ 港南区長 今冨雄一郎様より
横浜港南ＲＣの皆様から区内の保育園にハンドソー

『尾形元幹事』

プを頂きましたので感謝状を先日お送りさせて頂きまし

前年度幹事として皆さんにご指導頂き、一年間務

た。本日は園から感謝状をお渡しさせて頂きます。

めさせて頂きました。コロナの関係でご挨拶できず
失礼しました。私は退会ではなく卒業だと思ってい
ますので、これからも変わらぬご指導をお願いしま
す。今、南区の蒔田に事務所を構えて、葬儀をはじ
めとする終活ビジネスと社会保険労務士・行政書
士事務所を兼ねてやっています。スタッフも４～５名
で小さな形ですが一歩ずつ歩んでいます。７年前
に入会させて頂いてから皆様にたくさんご指導頂き
感謝しております。上大岡近辺におりますので何か
のイベントの際は顔を出させて頂きますので、変わ
らぬお付き合いをお願いします。本当に有難うござ
いました。

大木様

今冨様

平山会長

田中様

『田中紀子様より』
子どもたちのつたない文章や絵ですがお礼の気持ちを
お渡しさせて頂きます。保育施設と連携を取りながら、

◎ 幹事報告

皆様のような地域の方々と一緒に明るい子供たちの未

① ８月３日に理事会を行いました。

来の為に頑張っていきたいと思います。有難うございま

・

今後の例会について、会長報告と食事だけでは寂

した。

しいということで、再検討し、９月までは月２回の例

『今冨区長より』

会として、当クラブ会員のイニシエーションスピーチ
を卓話で行います。１０月以降の例会については、
コロナの動向をみて理事会で検討。例会場にアクリ
ル板のパーテーション等設置も考えています。今後
手指の消毒と検温もしますが、３７．５度以上の場
・

・

区内のコロナ状況をお話します。
６月くらいまでは落ち着いていましたが、最近はコロナ
感染者が増えています。区として、対策本部を立ち上
げて状況に応じて対応しています。感染症対策として、

合はお帰り頂くようになります。

ビニールシートの設置や職員のマスク及びフェイスシー

例会時間の短縮の為、ニコニコボックスと米山奨学

ルド着用、手指の消毒などを行い、消毒液も設置して

金の寄付についての発表は致しません。週報に記

います。緊急事態宣言の発令期間を中心に職員も一

載されますのでご覧ください。

部自宅待機とし、いざという時に人の替えができるよう

８月２６日(水)１８：３０～『京急百貨店屋上』にて親

にしていました。

睦会をおこないます。自由参加となります。会費無
料。
② 地区会長・幹事会が６日に行われますので、平山
会長と私で参加してまいります。

企業経営している皆様におかれましては、いろいろ支
援メニューをご用意しておりますので、ご活用頂けたら
と思います。特別定額給付金は９月１０日で終わります。

③ 活動計画書の入会者退会者一覧に訂正がありまし

まだ申請されていない方はお早めにお願いします。皆

た。レターケースに修正したものが入っていますの

様も何かお気づきの点がございましたらお声がけ下さ

で、差し替えをお願いします。

い。

◎委員会報告

のか」ということを、改めて具体的な活動を通じて、小さ

① 親睦委員会
＊ 会員入会記念日祝

◎ 『会長所信表明挨拶』

な成果でも大きな成果でも、何かができるはずだと思っ
豊場会員(２２日)

平山会長

ております。
コロナ禍をきっかけに、当クラブに今まで参加して下さ
った諸先輩方や企業様の退会は非常に辛いことです
が、今こそ我々は一丸となって、地域への社会奉仕や
職業奉仕を改めて真剣に考えたいと思うのであります。
そのためには、緊急的な例会運営の変更や、予算の再
編もあるかもしれません。柔軟なクラブの運営が必要と
なります。
以上が、今年度の奉仕の１つ目の指針でございます。

このたび横浜港南ロータリークラブ第５２代会長を務
めさせて頂くことになりました平山滋也でございます。
私は平成２２年９月に、この伝統と格式のある横浜港
南ロータリークラブに入会させて頂き、まだ入会１０年
生でございますので、まだまだ勉強足らずのロータリア
ンでございます。この一年会長職を遂行できるかどうか、
自信はございませんが、何卒皆様の力をお借りしまし
て、全うしていきたいと思っております。どうぞよろしくお
願い申し上げます。
昨年の令和１年９月は、横浜港南ロータリークラブ、
創立５０周年を終えることができました。これは山野井
実行委員長の下、また高森社会奉仕委員長と根本パ
スト会長をリーダーとしながら、記念式典を盛大に終え
ることができました。改めてここに御礼を申し上げます。
それと共に、５１年目、新たな思いで当クラブが出発致
すことにつきまして、心が引き締まる思いであります。
今日は、本年度の横浜港南ロータリークラブの指針
を説明しなければなりませんが、しかし今は、否応なし
に新型コロナにより世界中の経済が、或いは心までも、
沈んでいる状況であり、ここから方針も検討せざるを得
ない、と考えております。
日本でも今は飲食業界や観光業界が悲鳴を上げてい
ますが、今後、これから数年間は建設業界や不動産業
界にも影響が出ることが考えられます。私においてもロ
ータリー活動を続けることは苦しいですが、今こそ横浜
港南ロータリークラブは一丸となって、「クラブとして、地
域に何を貢献できるか、また世界には何を協力できる

また 2 番目としまして、
2．ロータリーの新しい戦略計画の策定を実行したいと
思います。
・ 当クラブは理事会が戦略委員会を兼ねています。し
かし、中期計画の策定など「３年後、５年後の横浜港
南ロータリークラブは何を行っているか？」を創造す
るには、戦略委員会の設置が必要だと思います。こ
れについては皆様や理事会の意見を含めて練って
いきたいと思います。
3．会員基盤の強化をしましょう。
・ 本年度の会員増強は 2 名から変更して 3 名以上を目
標とします。
4．ﾛｰﾀﾘｰ財団及び米山記念奨学事業の寄付の目標
〇年次基金寄付

1 人当たり 150US＄以上

〇恒久基金寄付

ベネファクター 1 名 1,000US＄

〇ポリオ・プラスへの寄付

1 人当たり 30US＄ 以上

〇米山記念奨学事業（普通＋特別）
1 人当たり 25,000 円以上
5．ロータリーの公共イメージを推進する。
新型コロナ対策として、地域貢献を行う考えです。
これらの行動を通じて、またタウン誌などの取材など
を通じて、ロータリークラブの公共イメージは自然に
認知されていくものと考えます。
6．『ロータリーの友』を活用しましょう。
・ 会報委員会へのお願いですが、良いコラムの音読を
例会時に行いたいと考えます。かつては小後摩委員
などに音読を行っていただきましたが、自分にとって

は良い勉強となりました。

〇Ｒ財団、米山への寄付 上記の通り。

7．IM（インターシティミーティング）の実施

○青少年奉仕 活動なし。

・ 当クラブは 2590 地区第 5 グループですが、昨年度に

以上が本年度の冒頭に考えている目標や指標などで

グループの再編があったばかりですので、まずは第

す。いろいろ変動の多い運営になりますが、皆様のお

5 グループの親睦活動から始めたいと考えます。

力添えを頂きまして、以上のことを推進して参りたいと

8．ＭＹロータリーの登録率の向上をさせましょう。

考えております。この一年、どうぞよろしくお願い申し上

・ 会員皆様のＭＹロータリー登録の普及です。すでに

げます。

登録された方々にメリットを伺いながら、登録の普及
に努めたいと考えます。また当クラブにおける来年度

◎ ニコニコボックス

の各委員会の目標は以下の通りです。

尾形達也様

小後摩委員

在籍中は大変お世話になり有難うございました。
〇会場監督

今年は蜜を避ける会場設営を検討する。

皆様のお元気なお顔を見ることが出来て嬉しいです。

会場の設営準備は SAA が担当者を決め

これからの益々のご盛会をお祈り申し上げます。

て行う。
〇会員増強 退会の防止に努めます。
増強推薦者 4 名以上、新会員 3 名以上。
〇出

席 各月ごとに皆勤出席者の発表をする。

〇研修広報 入会 3 年未満の会員及び希望者向けに
研修会を 3 回以上開催する。横浜港南
RC のホームページの更新を適宜実施す
る。
〇プログラム ベテランの会員から第２のイニシエーショ

〇親

いました。
豊場会員
会員入会記念日祝を頂きまして有難うございます。
市川会員 海野会員
港南区今冨区長様及び大木・田中両課長様ようこ
そ。

をお願いする。

健康には気を付けましょう。

にて開催)や旅行(来年)を企画する。
○合

唱

〇会

報 現行通り、毎回の会報を発行する。

中止。

大井会員 宮島(秀)会員 小後摩会員
平山会長の所信表明スピーチ楽しみにしています。
高栁会員 福嶋会員 櫻井会員
今冨様・大木様・田中様、ようこそいらっしゃいまし
た。

ネット活用も現行通り行う。

平山会長の所信表明を楽しみにしています。

時機を見て、生産工場などの職場見学

ニコニコボックス本日合計

１６，０００円

会を行いたいですが、今のところ難しい。

ニコニコボックス 累 計

１６３，０００円

コロナ対策として、港南区内の公共的施
設に寄贈。

〇国際奉仕

子ども家庭支援課長田中紀子様、ようこそいらっしゃ

梅雨も明け、いよいよ熱い毎日となりました。皆様

指す食事会(８月２６日京急百貨店屋上

〇社会奉仕

港南区長今冨雄一郎様・地域振興課長大木靖博様・

ンスピーチ「私のロータリー人生」の卓話
睦 本年度は新人が多いので全員参加を目

〇職業奉仕

平山会長 青柳幹事

未定ですが、姉妹クラブのセブポートセ
ンターＲＣに、現地では入手困難な医療
品などを寄贈したい。

◎ 米山チャリティボックス
大井会員 宮下会員 ２名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

３，０００円

米山チャリティボックス累計

２０，０００円

◎ 会報

國光会報委員

