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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 2212 号
横浜港南ロータリークラブ会報
2021 年 10 月 20 日（水） 第 2456 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
17(1)名

北見丈治会員
なし
なし
なし
なし
山根健輔会員
出席率 前回
修正率
65.4% 84.6％

前月
平均率
―

）内は出席免除会員

◎会長報告
大井和子会長
今日はいくつか、お話ししたいことがございま
す。一つ目はポール・ハリス・フェローの感謝状
が来ていますので、お渡ししたいということです。
今回は坂巻会員と私です。

二つ目は、山根会員の素敵な社会奉仕活動で
す。山根会員が支店長を務める神奈川銀行上
大岡支店では、店頭のガラスのディスプレイを活
用して、私の園の子どもたちの作品を展示してく
ださっています。67 名の作品を前半後半に分け
て飾っていただいています。今、後半グループ
の展示がされていますので、お近くにいらした際
はどうぞ、ご覧ください。そしてこの活動はタウン
ニュースに紹介されることになりました。
三つ目ですが、ロータリー財団では 10 月 24 日
を世界ポリオデーとし、世界各地でイベントが開
催されます。パレード、チャリティーコンサート等
です。当クラブでは大きなイベントはできません
が、ポリオということで区内の子育て支援拠点に
フライヤーを置かせてもらうという取り組みをし
たいと思います。また隣接する南区の拠点のブ
ランチが港南区境にありますので、そちらにもお
願いしたいと思います。皆様の異議がなければ、
このようにしたいと考えます。
◎幹事報告
高栁良作幹事
・11 月の例会からジャケット着用（男性はネクタ
イも）をお願いいたします。
・10 月 7 日に会長幹事会に参加しました。
下記イベントの日程についてもご確認ください。
地区大会 11 月 26 日、27 日
IM 2022 年 4 月 2 日
RLI 12 月 19 日、2022 年 1 月 23 日、2 月 20 日、
4 月 17 日

次年度第 5 グループガバナー補佐候補 佐藤佳
一会員（新横浜 RC）
11 クラブ合同例会は今後検討予定
横浜南ロータリークラブ 60 周年事業
2022 年 3 月 26 日実施予定
・今後新型コロナウィルス感染症が蔓延した場
合には、単に休会にするだけではなく、会員相
互のつながりを維持する試みをしたいと思いま
す。アイデアがあれば教えてください。
◎イニシエーションスピーチ

横尾博之会員

横浜港南ロータリークラブの創立年月日は
1969 年 9 月 26 日です。今年の 9 月で 53 年目に
入ります。私がクラブ会員になりましたのは、
1972 年ですので、在籍 49 年になります。2 年前
のクラブ創立 50 周年記念式典において在籍が
最も古いとのことで表彰されました。古くからの
会員が辞めてしまい、大変寂しく残念です。
私は 1939 年の生まれ、82 歳と 7 ヶ月になりま
す。生まれた所は東京の品川、青物横丁駅近く
の旧東海道の宿場町の商店街、父が義兄の洋
服店を任されておりました所です。たいへん空
気が悪く肺炎で病弱でしたので１歳の時に上大
岡に移り住み、それから 81 年間在住です。昔は、
上大岡から弘明寺まで田んぼで一軒の家もなく、
京浜急行の電車が田んぼの中を走り、一本ある
煙突が日揮の工場でした。
戦争中は家族で長野県の上田、手塩村に疎
開し、疎開先で小学校に入学しました。父は家
の前の農地を借りて百姓をして家族の食料を作
っていました。食べ物が無く、苦労しました。疎
開先から帰り、桜大岡小学校に入ると、クラブ創

立会員、初代会長の高梨勝義先生のご長男と
同期生でした。私は勉強より田んぼの中に入り、
エビガニ、カエル、ドジョウ捕りをし、自然環境の
豊かな所で遊んで生活しておりました。小学校 4
年生の時に中耳炎から脳膜炎に進み生死を彷
徨いました。運良く横浜の耳鼻科医石井先生に
よる手術と闇市でしか手に入らない高価なペニ
シリンのおかげで命拾いしましたが、その後、片
耳が聞こえない状態で生活し現在に至ります。
病後、小学校５年生の時に大岡小学校に転校し、
中学校は青山学院中等部へ入学。翌年、猛勉
強をして慶應義塾の編入試験に受かり、普通部
に編入しました。母は三田に住んでいた事もあり、
息子を慶応に通わせたいと思っていたので、母
に親孝行した唯一の事かもしれません。高校大
学の一貫教育で落第せず 1961 年に商学部 1 期
で卒業しました。慶応義塾大学ではヨット部に所
属しましたが、ヨット漬けでよく卒業できたと今で
も同期の仲間と話すことが有ります。卒業後も
趣味でヨットに乗り続けて 60 年以上、乗り換えた
ヨットは 8 船になります。
大学卒業後、父が野毛商店街に洋服屋を出店
しましたが、店を継ぐために他人の飯を食って勉
強してこいと言われ、光洋被服産業という大阪
の問屋へ奉公に行きました。20 名位の住込みで、
門限があり、大阪の夏の暑さ、ナンキン虫の攻
撃で毎日が最悪の合宿生活でした。
3 年間の修行の後の 1964 年に、父より横浜駅
ビルに出店するから帰ってくるように言われ、横
尾商事株式会社に入社しました。洋服店の出店
かと思っていましたら何と母が始めたコーヒース
タンド店をすることになっていました。コーヒース
タンド店の脇で始めた「黄金焼」と名付けた今川
焼が大ヒットしたので、各ショッピングから出店
の誘いが有り、各駅ビルに多店化し、上大岡駅
前にも出店して食品部がスタートしました。1967
年には上大岡に洋服店の支店を出店しました。
その後、洋服部門と食品部門の二本の柱で株
式会社横尾商事として発展、成長致しました。昭
和 40 年代の初めは、上大岡にも銀行やスーパ
ーが次々と出店してきて、最も活気に満ちた時
期でありました。そこの商店会の四元嘉一郎氏

の紹介で、1972 年に 32 歳でロータリーに入会し
ました。四元氏は後にクラブ 7 代目会長を務めら
れました。昔は例会後に麻雀や飲み会をして遊
び、楽しみました。ロータリーの例会場も銀行の
会議室などあちこち変わりましたが、京急百貨
店ができ、バンケットルームでの例会開催が 20
数年定着しています。上大岡では居酒屋、洋服
屋、ケーキ屋の多店化を進め、ロータリーでよく
使っていただきました。（飲み屋はやらない方が
いいかもしれません。）上大岡の再開発委員長
となり、横浜市や京浜急行、地元の皆様とともに
一生懸命やり、開発は夢のように実現しました。
洋服店は閉店しましたが甥が横尾商事を継ぎ、
自分は株式会社ヨコオを設立、今に至ります。
これからも地域やロータリーの発展に尽力して
参りたいと思います。
＜根本副会長のコメント＞
懐かしい上大岡の話が聞けて嬉しかったです。
ロータリーに入会してからの話を今後、卓話第 2
部としてお話しいただければ嬉しいです。
◎ 委員会報告
①会報委員会
坂巻照代委員長
前回の会報の号数は 2209 号ではなく 2211 号に
訂正いたします。
◎ニコニコボックス
海野俊彦委員
大井会長
昨日はいきなり冬のような寒さでした。皆様ご自
愛下さい。今日は横尾会員の卓話をお聞きでき
ないのが残念で仕方ありませんが宜しくお願い
します。
高栁幹事
横尾会員の卓話楽しみにしております。
横尾会員
本日卓話当番で卓話をさせて頂きます。よろしく
お願い致します。
海野会員
一気に気温が下がってきました。健康管理御注
意下さい。横尾会員の卓話楽しみにしておりま
す。
青柳会員 淺井会員 坂巻会員 宮下会員
福嶋会員 宮島秀晴会員 宮島史裕会員
横尾会員の卓話楽しみにしております。
（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

11,000 円
105,000 円

◎米山チャリティボックス
宮島史裕委員長
上杉会員 坂巻会員 根本会員 宮下会員
宮島史裕会員 5 名
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

6,000 円
25,000 円

◎次週の予定
10 月 27 日（水） 弁当配布
◎会報

青柳民朗委員

