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国際ロータリー第２５９０地区・第５グループ

横浜港南ロータリークラブ
奉仕しよう

みんなの⼈⽣を豊かにするために

（２０２１〜２０２２年度

国際ロータリーのテーマ）

◎例会⽇／毎週⽔曜⽇ ◎例会場／京急百貨店 10F バンケットルーム「リバージュ」

045（848）1111

◎事務所／〒233-0002 横浜市港南区上⼤岡⻄ 1-13-23 ﾀｳﾝｻｲﾄ 41-302 号 TEL045（846）5111・FAX045（846）5129
◎会⻑／⼤井 和⼦ ◎副会⻑／根本 雄⼀ ◎幹事／髙栁 良作 ◎会報委員⻑／坂巻 照代

第 2210 横浜港南ロータリークラブ会報
2021 年 7 月 14 日（水） 第 2454 回例会報告
◎司 会
横尾博之委員
◎ロータリーソング
なし
◎ソングリーダー
なし
◎ゲスト
第５グループガバナー補佐
下山清隆様
◎ビジター
なし
◎出席報告
阿曽輝彦委員
会員数
26(2)名
（

出席者数
22(1)名

出席率 前回
修正率
84.6%
88.5%

前月
平均率
87.9%

ございます。そうすることで全員にとって、より理
解が深まることと思います。
ガバナー補佐におかれましては、発表後のコメ
ントをどうぞ、よろしくお願いいたします。
さて、月曜日夜、私たちの姉妹クラブであるセ
ブポートセンターロータリークラブのインダクショ
ンに zoom で参加いたしました。宮島国際奉仕委
員長をはじめ、櫻井会員、平山会員、青柳会員、
天野会員にもご参加をいただきました。小池様
もご家族で櫻井会員の会社から zoom で参加さ
れました。皆様、お疲れさまでした。

）内は出席免除会員

◎会長報告

具体的な手立てをお示しいただければ、幸いで

日本では当クラブを含め、4 クラブが姉妹クラブ
大井和子会長

となっており、今回は、当クラブと大分のクラブ
からメッセージが紹介されました。本日、私のお
祝いのスピーチをお示しいたしましたので、ご覧
ください。インダクションに参加して思ったのは、
ロータリークラブとロータリアンであることの存在
意義です。ガバナーによる国際的な視野からの
メッセージと共にセブ島に立脚した活動に向けら
れたスピーチ、ガバナーとともに新会長が宣誓し、

皆さま、こんにちは。本日は下山ガバナー補佐
をお迎えしてのクラブ協議会です。発表される委
員長におかれましては、この一年の抱負を含め、

正式に会長就任をし、その後、会長とともに役員
が宣誓し、正式に委員長に就任するという手続
きや、会長の紹介のプロモーションビデオが放
映されたり、就任を祝う協賛企業の多さ等、私の

想像をはるかに超える内容でした。海外のクラ
ブはグローバルな視点を持っているのだと思うと
同時に、自分の器の小ささを痛感せざるを得ま
せんでした。当クラブでは、今年度、どのような
活動ができるのか、ゆっくり考えることはできま
せんが、クラブ内側に向ける目とクラブの外側に
向ける目を持っていきたいと思いました。
◎幹事報告

高栁良作幹事

・2021 年 7 月 21 日は親睦委員会主催の有志ラ
ンチ会です。通常の例会はありません。
・8 月 2 日は理事会です。ZOOM で開催しますの
で、理事の方には近くなりましたら ID などをメー
ルで送ります。
・8 月 3 日はクラブ奉仕プロジェクト委員長会議で
す。社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕各委員長
は出席（ZOOM 会場参加）をお願いいたします。
・8 月 4 日はガバナー公式訪問です。ジャケット
着用（男性はネクタイも着用）での出席をお願い
いたします。
◎ゲスト挨拶

ガバナー補佐下山清隆様

日程も詰まっていますので、ありがとうございま
した。皆さんの一年の抱負を聞かせていただき
ます。
◎クラブ協議会
司会進行（前半）根本雄一副会長
（後半） 高栁良作幹事
＊各委員長が順番に発表しました。内容は活動
計画書をご参照下さい。
＜ガバナー補佐 コメント＞
会員増強について
まずは会員増強が一番でしょう。目標設定はし
ないということですが、昨年 6 名でしたので、今
年は 4 名くらい＝3 ヶ月に 1 名の目標目安でい
かがでしょうか。
ぜひとも大井会長が先頭に立って頑張っていた
だきたい。なかなか成果の出るものではないで
すが、諦めないで頑張って下さい。
会場監督 SA について
来賓の方に良い印象を持っていただけるように
スムーズな案内をして下さい。SA の方が来賓の
方をリードして下さい。
出席委員会について
出席欠席予定表があって月曜日の午前中まで
に提出する、これは非常に良い方法だと思いま
す。特にお弁当などは無駄にならないので、予
算的にも大変助かると思います。ぜひきちんと
やっていただきたいと思います。
プログラム委員会について
クラブ管理運営委員会の栁沼委員長は卓話バ
ンクの責任者ですので、ぜひ活用して下さい。か
なりのメンバーが登録していますので、第 5 グル
ープ同士、よろしくお願いします。
親睦委員会について
平山年度の最終例会の会報をいただき、皆さん
楽しそうにされていたので、あのような雰囲気の
ある親睦活動をしていただきたいです。

こんにちは。下山でございます。一年間よろしく
お願いします。7 月 21 日の協議会を本日に変更
していただきありがとうございました。クラブ訪問

合唱委員会について
コロナ禍の中で、第 5 グループ 11 クラブ中、歌わ
ないクラブも 4 クラブくらいあります。声は出さな
いということで省いてしまうというクラブもありま
す。大変でしょうけど音楽だけでも流すとか、方
法を考えてやっていただければ幸いです。

会報委員会について
大人数いますから、皆で協力して頑張って下さ
い。宜しくお願い致します。

高栁幹事
下山様ようこそいらっしゃいました。本日よろしく
お願いいたします。委員長の皆様、本日宜しくお
願いいたします。

研修広報委員会について
継続的にやっていただきたい。新入会員を入れ
るよりも、まずは退会防止が一番です。退会防
止には、研修と親睦だと思います。ぜひ頑張っ
て下さい。

櫻井会員 平山会員 横尾会員 根本会員
山野井会員 上杉会員 海野会員 浅井会員
宮島会員 佐々部会員 松村会員 坂巻会員
下山ガバナー補佐様ようこそいらっしゃいました。
本年度も宜しくお願いいたします。

戦略委員会について
11 クラブ中、横浜港南だけ戦略委員会がなかっ
たため、作っていただきありがとうございます。
3 年〜5 年というよりも、本年度が 52 周年ですか
ら、55 周年、次 60 周年という目安で動いていけ
れば良いかと思います。
青少年奉仕委員会について
交換留学プログラムが中止になっていますが、
（再開の）準備を一生懸命しております。以前の
ような 6 名ではなく 3 名ほどになるので、また決
まりましたらよろしくお願いします。
米山記念奨学委員会とロータリー財団委員会に
ついて
米山は年間 25,000 円、ロータリー財団は年次基
金が 150 ドル、ポリオプラスが 30 ドルの合計 180
ドルと決まっています。特に、今までは年次基金
とポリオプラスが一緒でしたが、今年度からは分
けて集金するので、ご承知おき下さい。

宮下会員
ガバナー補佐下山清隆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。
國光会員
会員入会祝頂きましてありがとうございました。
（同じ内容の方はまとめて掲載）
ニコニコボックス本日合計
ニコニコボックス 累 計

26,000 円
48,000 円

◎米山チャリティボックス
大井和子会長
坂巻会員 宮下会員 海野会員 佐々部会員
5名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
6,000 円
米山チャリティボックス累計
12,000 円
◎国連支援募金
大井和子会長
開発途上国の薬物乱用防止の活動支援
募金額 6,080 円
ご協力ありがとうございました。

四大奉仕委員会について
新型コロナ感染拡大の影響で皆が集まって行動
するのはなかなか難しいと思います。
新型コロナ感染拡大の進捗状況を見ながら奉
仕活動をしていただきたいと思います。
◎今月のお祝い
会員入会祝

海野俊彦親睦委員
宮下会員 國光会員

◎ニコニコボックス
海野俊彦親睦委員
下山清隆様
本日はクラブ協議会に参加に参りました。
宜しくお願いします。
大井会長
第 2590 地区・下山清隆ガバナー補佐をお迎え
してのクラブ協議会です。皆様よろしくお願いし
ます。下山ガバナー補佐様ようこそいらっしゃい
ました。

◎次週の予定
7 月 21 日（水）

グループ協議会

◎会報

宮下賢会報委員

