第 2202 横浜港南ロータリークラブ週報
2021．1．6．[水] 第 2445 回例会報告
◎司 会
上杉ＳAA 委員
◎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
◎ﾋﾞｼﾞﾀｰ ・横 浜 南 陵 Ｒ Ｃ 会 長 米谷進一様
・横 浜 南 陵 Ｒ Ｃ 幹 事 堀口好美様
◎出席報告
宮島(史)委員
会 員 数 出 席 者 出席率
数
30(5)名 25(3)名
89.2%
（ ）内は出席免除会員

前回
修正率
82.7%

前月
平均率
82.7%

◎ 会長報告
① 本日、例会前に高森名誉会員からニコニコを頂き
ました。医師から多数の面談は避けるようにとのこ
とで、早めに来られました。コロナが落ち着いた春
ごろにいらっしゃるということでした。

願いします。実は、２０２１～２２年度のガバナー補佐を
私が務めることになりました。 次年度は横浜港南台Ｒ
Ｃがガバナー補佐の担当クラブでしたが、予定の方が
退会され、私が次年度もガバナー補佐を務めることに
なりました。（輪番制で次が横浜港南台ＲＣということは
変わりません）
そして、横浜港南ＲＣでも戦略委員会を是非作って頂き
ますようお願い致します。

◎ 横浜南陵ＲＣ会長 米谷進一様より
本来、２月に行われるＩＭのキャラバンの為に伺いま
したが、これから緊急事態宣言が発出されますので、
それによって延期となるか開催されないかという懸念が
ございます。コロナ禍で、南陵ではリモートでも例会に
も参加して頂くよう考えています。こちらでは月に２回の
例会と伺いました。いろいろなことを視野に入れて、皆
と力を合わせて頑張っていきたいと思っています。今後
とも宜しくお願い致します。

◎ 第５グループガバナー補佐 下山清隆様より

皆さん平山年度も半分終わりましたが、後半も宜しくお

米谷様
堀口様
『横浜南陵ＲＣ幹事 堀口好美様』
これから出される緊急事態宣言よって、開催できる
か理事会で決定しますので、開催となりましたら、皆様
のご協力宜しくお願い致します。

◎ 幹事報告
① コロナの影響でこれから緊急事態宣言が発出され
ます。これに伴い、当クラブの例会も再検討となり
ますが、次回１月２０日の例会は通常通り行います。
ただ、京急百貨店は緊急事態宣言が出されると食
事の提供が出来ませんが、『ルパン』で用意してく
ださいます。会場設営にご協力頂ける方はお願い
します。
② 次回、１月２０日(水)の例会はクラブ協議会です。こ
れまでの半期について発表して頂きますので皆様
どうぞよろしくお願い致します。
③ １月２７日(水)『北京飯店』の夜間懇親会はコロナの
影響で開催は中止します。
④ ２月以降の例会の開催について、本日臨時理事会
を行います。理事の方は例会終了後にお集まりく
ださい。
⑤ 年会費納入をお願いします。
◎ 委員会報告
① 社会奉仕委員会
高栁委員長
先日、メールとＦＡＸでお知らせした港南区フードドラ
イブの件、ご協力ありがとうございます。大井さんよ
り情報を提供頂き、当クラブとしても参加させて頂き
たいと思います。今日お持ち頂いた方は、宮下会員
に搬入して頂きます。本日以降にご協力頂ける方
は 1/7～15 日の平日 9～5 時までに、区内の地域ケ
アプラザか港南区社会福祉協議会で受付をしてい
ます。ご協力よろしくお願いします。
② お知らせ
坂巻会員
京急百貨店にも入っている香炉庵が例年通り干支
饅頭を作りましたが、今年はコロナの影響で数千の
在庫が残ってしまったそうです。味見してご協力頂
けるようでしたら、通常８００円を５００円で提供して
頂けます。皆さん宜しくお願い致します。香炉庵は
地域の保育園等にも２０００個くらい寄付されたとい
うことです。
③ ご案内
平山会長
横浜市旭区川井宿町のズーラシア動物園近くに４
千区画の墓地霊園が販売開始になりました。この
霊園の設計は私が取り組んだもので、許可が下り
るまで４年、その後２年間工事に掛かりました。現
地は非常に明るく、横浜市では大規模です。経営
は公益財団法人神奈川霊園です。
④ 親睦委員会
海野委員
＊ 会員誕生日祝
平山会員(１０日)・淺井会員(１８日)

青柳会員(２１日)・石坂会員(３０日)
＊ 会員入会記念日祝
坂巻会員(７日)・宮島(史)会員(８日)
◎ 『会長年頭所感挨拶』

平山会長

皆様明けましておめでとうございます。まだまだコロ
ナは忍耐の状況でありますが、頑張って克服していき
たいと思います。
最初に前期の半年にかけて、各委員会の皆様に御
礼を申し上げます。
先ず、毎回の会場設営をして頂いているＳＡＡの皆様、
京急百貨店として海野会員に御礼を申し上げたいと思
います。
国際奉仕委員会においては、６月のセブポートセンター
ＲＣ会長就任式の時に、オンラインでセブとズームで参
加し、その時は夜１１時半までかかりました。国際奉仕
委員の皆様、誠に有難うございました。
１１月にはセブポートセンターＲＣの小池さんに、通常の
援助寄付１０万円と小学校等の井戸掘り事業に１０万
円の寄付をさせて頂きました。
例会の回数が半減しておりますが、プログラム委員会
の皆様には御礼申し上げます。
親睦委員会の皆様にはバーベキューで美味しい食材
を用意して頂き、年末にはクリスマスプレゼントの準備
をして下さり誠に有難うございました。
毎回の例会のまとめとして、会報委員会の皆さんにも
御礼申し上げます。
今年度は青少年奉仕・職業奉仕委員会の皆様には、
なかなか奉仕の具体的な機会がなくて申し訳ございま
せん。後半はよろしくお願い致します。
大塚さんにはいつものように理事会や例会の準備をは
じめ、細かい気配りをして頂き改めて感謝致します。
次に、世界の状況について、私の主観でお話させて
頂きます。
北朝鮮について、一時のミサイル発射はこのところな
く静かな状況です。中国は相変わらずの尖閣列島周辺
の領海侵犯を繰り返しています。昨年は３３０数回日本
の接続海域に入って、領海侵犯は２００回位あったと聞
いております。毎回その度に海上保安庁は出動してい
ます。中国は国境の侵犯を継続する事で緊張状態をマ

ンネリ化させて、実効支配に至るという戦法があります。

鎮静化するには２月か３月の終わりごろまでかかるの

インドとの国境紛争も同様でしょう。日本は挑発にめげ

ではないかと専門家のお話がありました。日本や世界

ないで粘り強く主張を繰り返しています。

の状況下の中で、横浜港南ＲＣが２０２１年に行うべき

コロナワクチンについては、ファイザー製薬、モデル

ことは何でしょうか。何が港南区に、横浜市に足りない

ナ社、アストラゼネカ社のワクチン接種がヨーロッパや

のでしょうか。皆で検討していきたい想いがあります。

アメリカではじまりました。中国やロシアも接種を開始し

社会への奉仕の案は何か。我々が出来る社会奉仕の

ており、結果が良くなることを切望するばかりです。今

案は何かないでしょうか。足りないこと、足りないもの、

のところ、コロナが終息するにはワクチンしかないよう

奉仕できることは何であるか。先ほどの港南区フードド

な感じがします。ただ、新種のコロナウイルスが出て来

ライブの参加も力になる事だと思います。私個人的に

ていますので、ワクチンの副反応も見極めていく必要

は港南区の医療従事者の方へ感謝の気持ちと支援が

がありそうです。私は６５歳以上なので３月下旬から受

出来ないかと考えています。

けられるとニュースで聞いております。

先月の『ロータリーの友』１２月号のＰ１８に新型コロ

アメリカではバイデン対トランプの大統領選挙があり

ナ関連の奉仕活動について、掲載されているアンケー

ました。米国の１月６日、日本時間今日の深夜から、上

ト調査の一部を紹介します。

下両委員会のもと選挙人についての審議がはじまりま

・香川大学を通じて、アルバイトが出来なくなった大学

す。民主党の金と権力にまみれた不公正な選挙の証
拠も上がっているので、荒れるのではないかと思いま
す。この選挙について、実は中国の世界制覇の野望や、

生に寄付をする
・経済的に困窮した地方大学生４０名に激励支援金を
贈与する

中国の１００年計画という考え方に飲み込まれたアメリ

・シングルマザーへの援助

カの民主党政権が、大手メディアのＣＮＮワシントンポ

・フードバンク千葉に寄付金と食糧支援

ストやＦＢＩ司法省などと、共同の作為的行為で選挙を

・学校のトイレや教室に消毒を行った

操っているという情報が多数あります。これが本当であ

・高崎市に６つのＲＣで寄付をした

れば民主主義の根本的な崩壊となります。私はトラン

・財源が足りない自治体への現金寄付を行った

プ大統領が攻撃的ばかりではなく、言うことをはっきり

・地域の全小学生に感染予防冊子を配った

言って、今の中国政権とアメリカとの癒着みたいな部分

・東日本大震災で被災し、避難した団体、『めぐり逢い

を解消していくような実行力のあるトランプ政権、ポン

の会』に布マスク２０００枚の寄付をした

ぺオ国務長官を応援したい気持ちがあります。また機

各クラブこのようにされています。平山年度はあと半年

会がありましたらお話したいと思います。

ありますので、奉仕に協力できるよう皆さんの貴重なご

日本の現状として、昨年はコロナの防御対策一色で

意見を、理事会に反映させたいと思います。

終わってしまいました。株価については高値を維持して

もう一つ、今年度のテーマとして、入会の若い方と指

おり、土地の値段も下落していません。戸建て住宅の

導的立場の経験がある方を中心に、下山ガバナー補

販売も順調だと聞いています。不動産業界も今のとこ

佐から推挙されている、戦略委員会を立ち上げたいと

ろ堅調に至っています。オリンピックの建設ラッシュも終

思います。後日、メンバーや委員会名を含めて検討し

わって、建設業界におきまして、大手ゼネコン各社が扱

たいと思います。ロータリークラブのロマンや、存在価

う大規模建築には陰りがみえはじめ、一部には工事費

値は何か。中期展望は何が出来るか。会員の皆さんが

も下がりはじめているという噂も聞いています。

飲

しっかり把握できることが重要だと思います。その戦略

食・旅客・宿泊の業界は大変な状況です。コロナ対応

が確立されて、より一層当クラブ全員がロータリアンの

の病院や医療従事者の皆様のリスク、勤務時間の状

新しい意識やプライドを共有できれば、クラブの発展に

態に比べて病院の経営が悪化していて、所得減少にな

繋がると思っています。

っている問題。これらは緊急な政府の対応が求められ
ていくと思います。
昨日１月５日の東京の感染者数は１２７８人、神奈川
県は６２２人です。一所懸命に緊急事態宣言をやっても、

もう一つ、『ロータリーの友』１２月号のＰ２０に、ロー
タリーとは何かというものにヒントを与えてくれるような
コラムがありますので紹介します。
『１０年前と比べて、ロータリーも様変わりして来ました。

今や何とか会員を増やすことを課題とするクラブも少な
くないでしょう。しかし、その結果、何のために入会した
のか解らず、誘われたまま入会した会員が増えてきた
ように思います。それが新会員の退会にも繋がってい
るのでしょう。人の輪を広げて楽しく親睦が出来る事に
意義があるとの声を耳にすることがありますが、そんな
ことは他の団体でも出来る事です。ロータリーに入会す
るとはどういうことなのか。ロータリーならではの活動や
その楽しさ、充実感などロータリークラブに所属してい
たからこそ、良かったと思えるエピソードなど、「ロータリ
ーの友」で読むたび、意識を会員に自覚してもらいたい
と思う今日この頃です。親睦も大事ですが、それが第
一義となってはロータリークラブではないと思います。コ
ロナ禍の今だからこそ、何か出来る事はないかと考え
た時に、ロータリークラブに所属している事の意味や意
義を見つめ直す良い機会ではないでしょうか』。
（山口県岩国中央ＲＣ）
私の想いはこのコラムの中にあるように思います。会
員増強の目的ではなく、我々に何が出来るかを発見し
て遂行していきたいと思っております。
私はこの横浜港南ＲＣを、気持ちはコロナに負けず
に一致団結して頑張っていきたいのです。この一年希
望と期待を持って、一日も早いコロナの終息と、皆様の
ご健康とご多幸を心より申し上げ挨拶に変えさせて頂
きます。
以上でございます。ご清聴有難うございました。

◎ ニコニコボックス

海野親睦委員

第５グループガバナー補佐 下山清隆様
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願
い致します。
横浜南陵ＲＣ会長 米谷進一様
横浜南陵ＲＣ会長として出席致しました。横浜港南
ＲＣの皆様、謹んで新春のお祝いを申し上げます。
横浜南陵ＲＣ幹事 堀口好美様
明けましておめでとうございます。ＩＭの件で参りまし
た。本日は宜しくお願い致します。
平山会長
第５グループガバナー補佐下山清隆様、横浜南陵
ＲＣ会長米谷進一様・幹事堀口好美様ようこそいら
っしゃいました。
皆様明けましておめでとうございます。
青柳幹事
第５グループガバナー補佐下山清隆様、横浜南陵

ＲＣ会長米谷進一様・幹事堀口好美様、高森名誉
会員、ようこそいらっしゃいました。
会員誕生日祝を頂きましてありがとうございました。
高森名誉会員
昨年はクリスマスプレゼントを頂いて、誠にありがと
うございました。私も疾患の治療を受けていますの
で失礼致します。
石坂会員 淺井会員
会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。
宮島(史)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
皆様明けましておめでとうございます。今年もよろし
くお願い致します。
早く COVID-１９が消滅することを祈るばかりです。
海野会員から『歳男』のお祝いを頂きました。ありが
とうございます。
阿曽会員
明けましておめでとうございます。今年も何卒宜しく
お願い致します。年賀状を頂きました皆様有難うご
ざいます。私は２年前より年賀状をやめました。
坂巻会員
今年も元気いっぱいでいきます。お騒がせしてすみ
ませんがよろしくお付き合い下さい。
会員入会記念日祝を頂きまして有難うございまし
た。
上杉会員 宮下会員 佐々部会員 宮島(秀)会員
横尾会員 福嶋会員 天野会員 山野井会員
櫻井会員 豊場会員 海野会員 高栁会員 大井会員
第５グループガバナー補佐下山清隆様、横浜南陵
ＲＣ会長米谷進一様・幹事堀口好美様ようこそいら
っしゃいました。
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願
い致します。
コロナに負けず頑張りましょう。
ニコニコボックス本日合計
６５，０００円
ニコニコボックス 累 計
５３０，０００円
◎米山チャリティボックス 宮下米山奨学委員長
坂巻会員 佐々部会員 根本会員
平山会員 宮下会員 ５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
１４２，０００円

◎次週の予定
１月１３日(水) 休会
２０日(水) クラブ協議会
◎ 会報

國光会報委員

