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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 2209 横浜港南ロータリークラブ会報
2021 年 10 月 6 日（水） 第 2455 回例会報告
◎司 会
◎ロータリーソング
◎ソングリーダー
◎ゲスト
◎ビジター
◎出席報告
会員数
26(2)名
（

出席者数
21(1)名

淺井英明会員
なし
なし
なし
なし
青柳民朗会員
出席率 前回
修正率
80.8%
―

前月
平均率
―

）内は出席免除会員

◎会長報告

大井和子会長

週開催という通常の形に戻していきたいと思い
ます。
10 月 4 日、理事会を開催いたしました。この中
で「赤い羽根の共同募金」について検討しました。
するかしないか、昨年はしていないから今年もし
なくていいというようなことではないと、私は考え
ています。理事の皆さんは、大井は細かいことを
いつまで言っていると思われたかもしれません
が、私にとっては重要なことでした。というのも、
ロータリーの理念にひきつけて考えてみたとき、
この募金はしなければならないものだと思うから
です。組織にとっては、理念を実現することが存
在意義だと考えます。
このように、一つずつの活動の意義をロータリ
ーの理念にひきつけて自分の言葉で説明できる
ことが、新入会員への働きかけにおいても有効
ではないかと思います。
◎幹事報告

今日は、今期に入り、今回で 3 回目の例会です。
例会が始まる前、皆様の声を聴き、お顔を見て
いるとやはり、リアルの例会はいいなと思うと同
時に、自分がこのクラブにいるという帰属意識を
感じました。これまで皆様にお伝えしていたのは、
緊急事態宣言が解除されても、例会は隔週でと
いうことでしたが、それを変更し、11 月からは毎

高栁良作幹事

今後の例会は 10 月中は隔週開催、11 月から通
常どおり毎週の開催になります。
なお、13 日、27 日はお弁当配布を行います

※大井会長不在の際には当クラブ細則第 3 条
第 3 節の規定に基づいて、副会長が職務を代行
します。
※例会の開催については、当クラブ定款 第 6
条をご参照ください。
11 月 26 日、27 日に地区大会が開催されます。
YOUTUBE 閲覧による参加も可能ですので、ふ
るってご参加ください。
8 月から 10 月までの理事会の報告。
◎イニシエーションスピーチ

山根健輔会員

神奈川銀行の山根です。
４月に入会し約半年が過ぎました。この場をお
借りして、自己紹介を兼ねてお話しさせていただ
きます。
私は昭和 49 年に東京都で生まれ、父、母、姉、
弟２人の家庭で育ちました。
小学校入学時に港南区丸山台に転居し、開校し
たばかりの丸山台小学校に最初の 1 年生として
入学しました。当時の市営地下鉄は「上永谷～
横浜」間のみの運行で、最寄りの上永谷駅周辺
は開発途中といった状態でした。
幼少期は、ロータリーメンバーの八木先生の小
児科にお世話になり、中学受験では上大岡の学
習塾に通っていたことなどを思い返すと、当時か
ら上大岡という地区や、この港南ロータリーには
何かご縁があったのかもしれません。
その後、中学・高校は地元ではなく、緑区の学
校に通いましたが、そこでは運命的な出会いが
ありました。野球部に入部すると、2 学年上に中
学生とは思えない見た目と風格の先輩がいまし
た。それが私の前任者である飯島です。当然な
がらその時は、就職先まで一緒になるとは知る
由もありませんでした。
その就職先ですが、大学で卒業後の進路を考え
る際、両親や祖父、叔母、そして姉までもが銀行
員であったことから、自然と銀行に就職する道に

向かっていました。当時は大手金融機関で働く
ことに憧れていましたが、残念ながら縁がなく、
地域金融機関である神奈川銀行に採用されまし
た。当行の営業方針や雰囲気に共感を持ったこ
とは事実で、自分の性格や銀行員としての夢を
考えると、当行に入行して良かったと思っていま
す。ちなみに、当時から抱いている私の銀行員
としての夢は、「町医者のような銀行員になる」と
いうものです。若干稚拙に思われるかもしれま
せんが、地域金融機関として本来あるべき姿だ
と思っています。総合病院のように、診療科目ご
とに医師が異なるのではなく、患者さんのことを
色々把握し、ある程度の病気であれば一人で診
察する町医者のように、規模は小さくても地域の
皆様から信頼していただける銀行の一員として
活動するというシンプルな夢は今も変わりませ
ん。
私の銀行員生活は茅ヶ崎支店から始まり、約 10
年間の支店勤務後、人事部で 7 年 3 ヶ月、審査
部で 3 年半を過ごし、支店長として茅ヶ崎支店に
戻りました。私の新人時代を知っている複数の
お客様から、戻ってきたことを非常に喜んでもら
えたことは私の自慢であり、銀行員冥利につき
ることだと感じました。そして今年 4 月から上大
岡支店に着任し、現在に至っています。
個人的な話になりますが、私の趣味は「ランニン
グ、筋トレ、日本酒」です。ランニングは月間 50
㎞を目安に走り、筋トレはジムに通わず自重トレ
ーニングを中心に行っています。3 つ目の日本
酒は単に飲むことが好きなだけでなく、歴史や
文化も学び、昨年には日本酒検定という資格を、
3 級、2 級と順次取得しました。日本酒造りに使う
米や水、造っている地域や製法なども様々で、
味はもちろん香りや色なども異なり非常に奥が
深いので、どうせ飲むなら少し極めてみたいと思
ったことがきっかけです。
話は逸れましたが、これから本業の銀行員とし
て、そしてロータリーの一員として、少しでも地域
のお役に立てるよう活動していきたいと思ってお
りますので、皆さんよろしくお願いします。ご清聴
ありがとうございました。

◎ 委員会報告
①プログラム委員会
佐々部宣宏委員長
クリスマス例会は会員のみで、近場での開催を
計画しています。
卓話は、原則ひと月に 2 回は外部卓話者に、他
の回は会歴の長い方順にお願いする予定です。
②親睦委員会
松村壮一郎委員長
8、9、10 月のお祝いの方の発表。大勢いらっし
ゃいました。
③米山記念奨学委員会
坂巻照代会員
米山寄付と、2020 年 3 月までお預かりした
陳奕烝君(しょう君)の近況を報告しました。
④その他
港南ゴルフセンター広告の件 平山滋也会員
建通新聞に掲載されました。根本建設様が施工
しました。
◎ニコニコボックス
松村壮一郎委員長
大井会長
今期に入り、3 回目の例会です。宣言解除とは
言え、先は不透明ゆえ、流動的な運営になるか
と思います。皆様のご協力が何より欠かせませ
んので、よろしくお願いします。
会員入会祝頂きましてありがとうございました。
高栁幹事
久しぶりの例会、皆様にお会いできて嬉しいで
す。山根会員の卓話楽しみにしております。
配偶者誕生日祝頂きましてありがとうございまし
た。
上杉会員
宮島史裕会員様、先日は大変お世話になり、あ
りがとうございました。本日は皆様にお会い出来
る事を楽しみにしておりました。
配偶者誕生日祝頂きましてありがとうございまし
た。
海野会員
やっと解除になりました。皆さんの顔が毎週見る
事が出来ます。少し安心。
青柳会員
久しぶりの例会ですね。楽しみです。
山根会員の卓話楽しみにしております。

福嶋会員
久しぶりの例会元気で参加出来ました。
坂巻会員
お久しぶりです。これで完全終息になると良いで
すね。山根会員の卓話楽しみにしております。
平山会員
皆様ご無沙汰しております。
山根会員の卓話楽しみにしております。
会員入会祝頂きましてありがとうございました。
配偶者誕生日祝頂きましてありがとうございまし
た。
草柳会員
会員誕生日祝頂きましてありがとうございました。
配偶者誕生日祝頂きましてありがとうございまし
た。
山野井会員 根本会員
会員誕生日祝頂きましてありがとうございまし
た。
宮下会員 天野会員
配偶者誕生日祝頂きましてありがとうございまし
た。
阿曽会員
会員入会祝頂きましてありがとうございました。
松村会員 櫻井会員
（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
◎米山チャリティボックス
大井和子会長 上杉会員
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
米山チャリティボックス累計

46,000 円
94,000 円
坂巻照代会員
坂巻会員 3 名
7,000 円
19,000 円

◎次週の予定
10 月 13 日（水） 弁当配布
◎会報

坂巻照代会報委員長

