第 2203 横浜港南ロータリークラブ週報
2021．3．17．[水] 第 2446 回例会報告
◎司 会
天野ＳAA 委員
◎ロータリーソング
なし
◎ソングリーダー
なし
◎新会員 横浜銀行上大岡支店長
兼上大岡エリア統括 草柳孝広様
◎出席報告
宮島(史)委員
会 員 数 出 席 者 出席率
数
30(5)名
（

20(4)名

68.9%

前回

前月

修正率

平均率

82.7%

82.7%

）内は出席免除会員

りますので、その方の履歴書を回覧させて頂きます。
引継ぎは４月からとなります。
③ 横浜銀行の石坂支店長がご栄転となりますので、
後任の草柳孝広上大岡支店長の入会式を行いま
す。
『石坂会員より』

２月１日付で浜銀ＴＴ証券に出向という形になり、私
は証券マンになりました。５２歳の最終日に横浜銀

◎ 会長報告
① 緊急事態宣言は解除の方向へ向かいそうですが、
新型のコロナ株の感染もありますので、不要不急
の外出を避けて、ワクチンを待って、健康に留意し
てください。

② 残念ながら、事務局の大塚さんが今期末までの勤
務となりました。新年度から新しい事務局の方とな

行を卒業し、これからの人生心機一転でやっていき
ます。ロータリーは通算で高崎ＲＣ・川崎百合丘Ｒ
Ｃ・横浜田園ＲＣ・横浜港南ＲＣの４クラブを９年の
間、会員として活動させて頂きました。皆様には短
い間でしたが大変お世話になり有難うございました。
そして、後任の草柳をどうぞよろしくお願い致しま
す。

『草柳新支店長より』

・

地区研修協議会について
３月２８日に動画配信で行われますので、今年は
聖光学院には集まりません。配信期間は４月２８
日までなので、ご覧頂きましたら報告書を個別に
作成して頂き、５月１０日に地区へ送ります。

２月１日付で上大岡支店長に着任した草柳と申し

・

ます。どうぞよろしくお願い致します。ロータリークラ
ブは初めてです。直近は横浜銀行本店で３年ほど
コンサルティングを行うチームを立ち上げて統括し

レターボックスに書類がたくさんありますので、お
持ち帰りください。

・

会費をまだ納入されていない方はお早めに納入を
お願いします。

ており、その前は川崎大師支店で支店長をしてお
りました。先ずは、このロータリークラブを機に、皆
様としっかりと連携をとりながら、一から学んでいき
たいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
④ 横浜港南ＲＣとして、このコロナ禍に何が出来るの
かを考えました。小さな診療所の医療従事者や看
護師の方 へ感謝を込 めて クオカード５０ 万円分
（2,000 円×250 枚）を贈呈することに皆さんから本
日承認を頂きましたので、３月下旬以降に八木先
生を通して医師会へお渡ししたいと思います。

◎ 幹事報告
① ３月１日の理事会報告を致します。
・

４月の例会は、４月７日と２１日の月２回です。
７日（水）は郵船クルーズの沖本様の卓話。
２１日（水）通常例会となります。

・

国際奉仕委員会について
セブポートセンターＲＣの小池さんより、
セブでは感染者が多くロックダウンしています。現
地の会社経営者は業務継続をかなり心配しており、
国際奉仕の活動ができない状況ということです。

・

青少年奉仕委員会より
少年野球大会は実施の方向に動いていますので、
メダル贈呈は行う予定です。

◎ 委員会報告
① お知らせ

櫻井会員

弊社は創業からまもなく１７０年を迎えようとしてい
ます。神奈川新聞で、令和元年１１月２８日から１０
回シリーズで、『浦賀往来新聞』という特集を月１回
やっていました。ペリーの話が主で、弊社の立ち上
げにペリーが関係していましたので、声をかけて頂
きました。１０回にかけて弊社の塗装の歴史、近代
塗装の歴史等々掲載して頂いたものをまとめて、レ
ターケースに入れさせて頂きましたのでぜひご覧く
ださい。
② 親睦委員会

淺井委員

＊ 会員誕生日祝（２月）
豊場会員(１日)・宮島(史)会員(８日)
＊ 会員入会記念日祝（２月）
淺井会員(５日)・山野井会員(２３日)
＊ 配偶者誕生日（２月）
櫻井恵子様（１５日）・八木紀子様（１９日）
山野井佐智子様（２６日）・大井正男様（２８日）
＊ 会員誕生日祝（３月）
横尾会員（１３日）・八木会員（２０日）
上杉会員（２７日）
＊ 配偶者誕生日（３月）
市川幸子様（６日）・坂巻武彦様（６日）
松村尚恵様(１８日）・宮島とし子様（２５日）

◎ 『クラブ協議会』

平山会長

上げますのでご出席のほどよろしくお願い致します。
合唱委員会

司会進行は豊場副会長により行われました
今回は前期で行ったことの実績と、後期これからの

前期は全く活動が出来ませんでした。後期は出来れば
やりたいと思いますが、そのような機会がありましたら
よろしくお願い致します。

目標をお話ししていただきます。
会場監督委員会

阿曽委員長

上杉委員長

会報委員会

坂巻委員長

コロナ禍で、イレギュラーな例会が続いていますが、理

スタート時は委員が５名でしたが、橋浦会員が退会され

事会で開催例会日が決まりましたら、活動計画に沿っ

たので現在は４名です。目標は誤字脱字のない会報を

て進めていきます。会場の設営については、皆様には

目指してここまでやってまいりました。少数精鋭で皆さ

ご協力いただき有難うございます。引き続きよろしくお

んご協力頂いて、今のところ訂正の報告をしないです

願い致します。

んでいます。残り少ないですが、４人で頑張ってまいり

会員増強選考委員会

佐々部委員長

ます。

石坂さん・高森さん・湯屋さんが退会及び異動されまし

職業奉仕委員会

たので、今は私と飯島さんの２名です。今年はコロナ禍

当委員会も笠原さんが退会されて、寂しい委員会とな

ということもあり、希望者や紹介・会社訪問などできて

っています。職場見学など何もできない状態が今も続

いません。しばらく厳しい状況が続くと思いますが、目

いております。今後機会がありましたら、そのような場

標の純増２名を皆さんよろしくお願いいたします。

を作りたいと思います。

出席委員会

社会奉仕委員会

瀧委員長

櫻井委員長

高栁委員長欠席

コロナ禍で、皆さんには月に２回の出席をお願いしてい

なし

ます。私もそうですが、一回来ないと皆さんにひと月お

国際奉仕委員会

会いできないという状況が続いております。出来るだけ

セブポートセンターＲＣの周りはロックダウンしており、

出席して頂きますようお願いします。

会社にも行けない状況と聞いております。小池さんが

研修・広報委員会

根本委員長

宮島（秀）委員長代理櫻井委員

昨年いらした時に、会長からドネーション２０万円を渡し

前半はこれといった活動ができず申し訳ありませんでし

ていただくようお願いしましたので、現地でそのことは

た。後半については、平山会長から指針を頂ければ、

発表していただいております。小池さんも４～５月くらい

それに向けて努力したいと思います。

には日本に来たいということでしたので、その時には例

プログラム委員会

海野委員長

会にいらして頂きたいと思います。

プログラムも厳しい状況です。外部の方へ依頼してもお

Ｒ財団委員会

断りされながらもやってまいりました。後半は４月に依

コロナ禍で前期は全く活動ができない状態でした。早く

頼している郵船クルーズの方以降は日程が決まってい

コロナが収束して正常な活動が出来たら良いということ

ないので、頼めない状況です。例会が決定したら皆さん

でした。

にお願いすると思いますので、その際はご自身で、もし

米山記念奨学委員会

くはご紹介頂くなど、ご協力よろしくお願い致します。

本来ですと現地採用の米山奨学生が来る予定でした

親睦委員会

が、コロナの為に来日できず、今年は世話クラブになっ

大井委員長

北見委員長代理坂巻委員

宮下委員長代理佐々部委員

前期は活動らしい活動が出来ず、唯一、秋に百貨店屋

ておりません。来年度以降はまだわかりませんが、奨

上でバーベキューが出来たことは良かったと思います。

学生が来た時にはお世話をしたいと思います。チャリテ

後期は何としても６月末の最終例会はぜひ実施したい

ィボックスでは皆様にご協力頂き有難うございます。今

と思っています。詳細が決まりましたら、ご案内を差し

後とも宜しくお願い致します。

青少年奉仕委員会

山野井委員長

大井会員

橋浦委員長から引き継いで私が委員長になりました。

皆様お久しぶりです。本日のクラブ協議会よろしくお

野球の関係では、例年通り大会を行うということです。

願い致します。

ぜひ、メダルの寄付を考えたいと思います。

横浜銀行草柳様、ようこそいらっしゃいました。

『豊場副会長』

石坂さん新転地でのご活躍をお祈り申し上げます。

皆さんありがとうございました。

配偶者誕生日祝を頂きましてありがとうございます。

後半も今までの流れで何もできないという可能性があ

坂巻会員

るかもしれませんが、少しでも可能性がありましたら、

お久しぶりです。お陰様で元気です。

皆さん頑張って頂きたいと思いますので、宜しくお願い

配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございました。

致します。

松村会員

これで、クラブ協議会を終わります。

配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございました。
佐々部会員

◎ ニコニコボックス

浅井親睦委員

平山会長
久しぶりの例会です。皆様の笑顔をうれしく思います。
あと３ヶ月、よろしくお願い致します。
青柳幹事
本日はクラブ協議会です。よろしくお願い致します。
横尾会員 宮島(史)会員 上杉会員
会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。
豊場会員

久しぶりの例会です。
小後摩会員
本日はクラブ協議会です。よろしくお願い致します。
根本会員
４月からは毎週皆様に会いたいです。菅さんお願い
します。
福嶋会員
久しぶりの例会、元気で出席できました。
海野会員

先日は宮島(史)会員に大変お世話になり有難うござ

３月２１日で解除ですが、自粛は継続ですね。

いました。

ニコニコボックス本日合計

５１，０００円

ニコニコボックス 累 計

５８１，０００円

会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。
淺井会員
会員入会記念日祝を頂きまして有難うございました。

◎米山チャリティボックス

石坂会員

坂巻米山奨学委員代理

２年３ケ月お世話になりました。横浜港南ＲＣの今後

浅井会員 大井会員 小後摩会員 坂巻会員

益々の発展を祈念しております。

佐々部会員 根本会員 平山会員 ７名

配偶者誕生日祝いを頂きまして有難うございました。

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

１５，０００円

米山チャリティボックス累計

１５７，０００円

市川会員
皆様お久しぶりです。お元気でしょうか。
家内の誕生日祝いを頂き有難うございます。
櫻井会員
配偶者誕生日祝を頂き有難うございます。確か、
６９歳だと思います。
山野井会員
桜も本日開花しました。久しぶりの会合でした。
会員入会記念日祝と配偶者誕生日祝を頂きまして
有難うございます。

◎ 次週の予定
３月２４日(水) 休会

◎ ４月の予定
４月 ７日(水)
１４日(水)
２１日(水)
２８日(水)
◎ 会報

郵船クルーズ 沖原様
休会
通常例会
休会

坂巻会報委員長

