
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 2219 号   横浜港南ロータリークラブ会報 

2022 年 1 月 12 日（水）  第 2463 回例会報告 

 

◎司 会               上杉順一会員 

◎ロータリーソング          「奉仕の理想」 

◎ソングリーダー             ＣＤで行う 

◎ゲスト                            なし 

◎ビジター                    なし 

◎出席報告             天野憲二委員 

会員数  出席者数 出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

26(2)名 22(1)名 84.6％ ―  79.5％ 

（  ）内は出席免除会員 

 

◎会長報告・年頭所感表明    大井和子会長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松の内は終わってしまいましたが、新年のご挨

拶を申し上げます。皆様、お健やかに新年をお

迎えだったことと思います。旧年中は大変お世

話になり、ありがとうございました。本年も引き続

き、よろしくお願い申し上げます。 

 本日は大学の授業が最終で、１時には上大岡

を出なければならないので、会長報告とあわせ、

年頭所感を述べさせていただきたいと思いま

す。 

まず、会長報告です。今週から通常の生活に

戻りましたが、新型コロナウイルス感染症との戦

いはまだまだ続いています。感染者の急増を受

け、この先、どのようなことになるのかはわかり

ませんが、クラブにおいてはいくつかパターンを

想定して、それに基づき、対応することになろう

かと思います。皆様のご理解とご協力をお願い

したいと思います。 

二点目は吉報になるといいのですが、三井住

友信託銀行上大岡支店の支店長と次長にお会

いしました。保育園の前のお宅からのご紹介で、

新年早々にお目にかかりました。地元のロータ

リークラブに入会することを検討するようにとの

指示が本店から出たようです。実は今日の例会

にいらっしゃることになっていたのですが、コロナ

ウイルス感染症感染者数激増のため、見学は

一度見合わせることになりました。入会そのもの

は前向きに検討されるとのことで、また時期を見

て、連絡をいただけることになっています。皆様

の中でお知り合いの方がいらっしゃいましたら、

ぜひ援護射撃をお願いします。 

三点目ですが、２６日に予定されているクラブ
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協議会に際してのお願いです。例年１２月に開

催しているクラブ協議会です。今年度は遅くなり、

申し訳ないのですが、夜間例会の時に行います。

今年度はこれまでとは違い、まず委員会ごとに

集まっていただき、それを報告していただく形を

とりたいと思います。多くの方が複数の委員会

に入っていらっしゃいますので、行ったり来たり

になりますが、各委員会でご確認いただきなが

ら、前半の振り返りと同時に後半の目標をお話

しいただければと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。なお、コロナ感染者数増加に伴い、

今日の例会の後、夜間例会の開催の可否を親

睦委員会で検討される予定ですが、万一、夜間

例会が中止になった場合、日を改めてクラブ協

議会を開催できるかを理事会で協議したいと思

います。以上が会長報告です。 

ここからは、年頭所感です。一年の計は元旦に

ありと言いますが、どんな一年にしたいかに思い

を巡らせた方もいらっしゃると思います。私の場

合、これは個人的なスタートで、皆様にお伝えす

るほどの内容でもありません。今年はこれに加

えて、会長を仰せつかっているという立場から、

クラブの後半をどう運営するかも考えなければ

ならないと思います。これについてお伝えしたい

と思います。 

振り返ってみると、７月７日が今期初めての例

会でした。前年度の平山会長の時は緊急事態

宣言に合わせ、休会も続きましたので、平山会

長は不完全燃焼だったことと思います。それでも

なんとか最終例会が実現し、木槌の引継ぎを受

け、７月がスタートしても、これがいつまで持つ

のだろうと不安を抱えていました。そうしたところ、

クラブ協議会はなんとかできたものの、ガバナー

公式訪問は中止になりました。例会の開催見合

わせが続くのを打開したいという思いから、理事

会でお弁当の配付という方法を検討いたしまし

た。ほんの数分でも、皆様にご挨拶ができ、ほっ

としたのを覚えています。その後、感染者激減と

いう流れに沿い、例会再開という運びになり、今

日に至るわけですが、この先は予断を許しませ

ん。 

この半年間、クラブにとってはいくつか新しいこ

とがありました。まず、事務局員の交代です。長

年、ご尽力くださった方からの交代でしたので、

それゆえに新しく事務局をお引き受けいただい

た中山様には多大なご苦労をおかけしました。

私も事務局に行って、びっくりしたのですが、こ

れまでの書類が膨大な量として残っていました。

それを何日かかけて、二人で残すか残さないか、

分別していきました。時折、山野井会員や海野

会員のご協力をいただきました。ありがとうござ

いました。そしてネット環境の見直しと整備、パソ

コンの入れ替え等の事務作業の効率化を図って

いきました。中山様には、引き継いで早々にいろ

いろなことが起き、大変だったことと思います。

事務局が物理的にすっきりしましたので、これま

での事務局をご存じの方は驚かれると思います。

それだけ、粘り強く、改善のために取り組んでい

ただいた中山様に感謝申し上げます。 

次に会報作成の変更がありました。これまでの

武田さんがテープ起こしをしていただいていたも

のを、坂巻会報委員長をはじめとする会報委員

会の皆様のご尽力により、遜色ない会報を作っ

ていただくことができました。何度も炉辺会合を

開催していただき、ありがとうございました。 

三点目ですが、コロナ禍という状況で、理事会

をオンラインで始めました。これは高栁幹事のス

キルに負うところが大きいです。ありがとうござ

いました。仕事を取り巻く状況が一変し、対面で

なくともできることはオンラインでという流れの中、

理事会もオンラインで運営したわけですが、個

人的にはとても快適でした。１１月、１２月は対面

とオンライン併用で理事会をしましたが、今後ま

たオンラインになる可能性も少なくないかと思っ

ています。私の仕事は基本的には対面ですが、

オンラインですることも少しずつ増えています。

今後、さらにオンラインでということが増えていく

と思われますので、私自身、否が応でも自分を

適応させていかなければいけない瀬戸際にいる

のだと思います。個人的には自分が適応できな

くなったら、第一線から身を引くくらいの覚悟で

臨まなければならないと思っています。現在の

中学生や高校生が社会人になる頃は数年先で、

目前です。彼らはペンや消しゴムといった文房

具のような感覚でパソコンやタブレットを使うは

ずです。そのときに、私はどうなっているのか、

どのような目で見られるのか、歩く化石にはなり

たくないと今は思っているので、ブラッシュアップ



していきたいと思います。皆様はいかがお考え

でしょうか。 

そして、最後に戦略委員会がついに起動しまし

た。１回目の会合が終わりましたが、今後、精力

的に活動されることに大きな期待を寄せたいと

思います。平山委員長、どうぞよろしくお願い致

します。 

このような前半を受けての後半です。会員増強

が国際ロータリー会長の方針の一つに掲げられ

ています。国際的にも増強が難しいはずのコロ

ナ禍の中での敢えてのことだととらえています。

なぜ、この状況での増強なのかを私なりに考え

てみました。そうしたところ、それはまさに、会員

増強のプロセスがロータリーの理念を具現化で

きるからなのではないかというのが、私の結論

です。先ほどの三井住友信託銀行支店長にお

会いした時、私から、ロータリーとはこういう団体

だという説明をする際にこのように申し上げまし

た。ロータリーは二つの流れを持っている、一つ

は会員の寄付により国際平和を目的に発展途

上国のインフラ整備や識字率向上のための活

動、国連やビルゲイツ財団と協働してポリオ撲

滅の活動といったグローバルな活動や留学生を

支援するという流れであり、もう一つはクラブが

ある地元に目を向け、地域に貢献する活動をす

るという流れがあること、です。この流れがとど

まらず、流れていくことで、ロータリアンとしての

アイデンティティを高め、結果として自身の仕事

にいい影響をもたらすことが期待できます。会社

としての社会的責任を果たすことやイメージアッ

プも期待できます。その好例が山根会員の銀行

で店頭を活用した、保育園や小学校の児童の作

品の展示なのではないかと思います。 

活動のための資金は私たち自身が拠出します。

なぜなのか、それは私たちの仕事は地域社会

の中で成り立っているから、私たちの仕事がで

きるのは地域社会があるから還元する、私たち

はそのような社会的義務があるからなのではな

いかと思います。そう考えると、ロータリー財団

や米山記念奨学会への寄付の重要性を考える

こととともに港南ロータリーに必要な活動、つま

り地域社会に還元できる活動とはどのような活

動なのかにフォーカシングしていくことが必要で

す。それを考える前提を私なりに考えました。 

まず、親睦の重要性です。近年、サードプレイ

スの重要性が言われるようになりました。1989

年、アメリカの都市社会学者のレイ・オルデンバ

ーグ氏が生活を営む家庭をファーストプレイス、

そして人がおそらく最も長い時間を過ごすであろ

う職場をセカンドプレイスと位置づけ、そして心

地よく過ごせる場所、コミュニティのアンカーとな

るような場所をサードプレイスと位置付けました。

厳密にいえば、費用が安い、あるいは無料であ

る、社会的地位や経済的地位に意味を置かな

いというのがサードプレイスなので、ロータリーク

ラブは該当しないのですが、ある意味、ロータリ

ークラブはサードプレイスの機能を持っていると

思います。親睦活動を活発にする中で、クラブ

がサードプレイスとなり、さまざまな情報が共有

され、そこから有益な、有意義な活動が考えられ

ていくと思います。 

そして次に、ロータリーの理念の共有、伝承で

す。会員歴の長い会員に、ご自分の生きた言葉

でロータリーの理念を語っていただき、若い会員

を鼓舞していただきたいという思いから、プログ

ラム委員会ではセカンドイニシエーションスピー

チという位置づけで卓話をお願いしています。

佐々部委員長にはコロナ禍での外部卓話者と

の調整にお骨折りをいただき、かつそれに連動

して会員卓話の調整をしていただき、ありがとう

ございます。また、合唱委員会にはロータリーソ

ングに込められた思いも語っていただき、同様

に若い会員にロータリーの理念を伝承していた

だきたいと強く願っています。なかなか歌を歌う

ことが難しい中、合唱委員会の皆様にはご活躍

の場が制限されているのですが、今後、例会の

際には CD で歌を流すだけでなく、歌詞も飾って

いただけると、なおありがたいです。このように、

会員歴の長い方々にはファシリテーターという重

要な役割を担っていただくことになります。どうぞ、

ご理解をいただき、実行していただければあり

がたく存じます。若い会員は皆様の背中を見て

学び、育ちます。どうか、皆様のお背中で道をお

示しくださいますようお願い申し上げます。 

このようなことを前提に今後、具体的に私たち

は何をしていくのかですが、新会員の勧誘の際

には、このような活動をしているということが明

確に説明できることが求められます。今、私たち



に必要なのは、インパクトのあるメインの活動だ

と思います。インパクトがあるというのは、地域

社会にとってのインパクトと同時に、私たち自身

がこの活動をしているという手ごたえの両方を意

味します。私を含めて一人でも多くの方がアイデ

ィアを出していただければと思います。これを考

え、実現の方向に向かっていく中で、私たちは自

分がロータリーにいる意味や意義を自問自答し

ながら、抽象的な表現ではなく、自分の言葉で

他者に説明できるようになっていくのではないで

しょうか。私たちが、ロータリーに入ってよかった、

やめなくてよかったと思える継続性のある活動

が実現できるよう、理事会でも議論を進めていき

たいと思います。皆様のご協力を引き続き、心よ

りお願い申し上げます。 

会長ノミニーの決定がこれほど遅くなってしまっ

たというのが、港南ロータリーの現実です。会員

数は現段階では現状維持が精いっぱいだという

のが本音ですが、会員増強をしなければ、今後、

同じ状況が続くかもしれません。そのためにも、

これまで申し上げたことをどうか、お一人お一人、

お考えいただけないでしょうか。 

最後に、根本副会長には私が９月から今日ま

で早退をさせていただきましたが、閉会点鐘をお

願いしました。ありがとうございました。この半年

を振り返る中で、皆様お一人お一人ができること

を考え、実行していただき、未熟な会長を担いで

いただいたことに心から感謝申し上げます。 

以上を持ちまして、年頭のごあいさつに代えさ

せていただきます。ありがとうございました。 

 

◎幹事報告             高栁良作幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１２月２７日に理事会が実施されました。 
今後の例会ですが、できる限り集まる形で実施
をしていきたいと思います。飲食を伴わない形な
どを検討しておりますので、理事会で決まりまし

たらご連絡いたします。１月２６日の夜間例会の
実施の可否については、親睦委員会で検討中
ですので、改めて連絡があると思います。 
本年もよろしくお願いいたします 
 
◎委員会報告 

①国際奉仕委員会       宮島秀晴委員長 

例会後、打合せがあります。 

 

②会報委員会            青柳民朗委員 
坂巻委員長が１月８日（土）にご自宅前の雪かき

中に転倒し、左手首を骨折されました。今後手術

が必要で、しばらくロータリーをお休みなさいます。

坂巻委員長より、会員の皆様には多大なご迷惑

をおかけし、心よりお詫び申し上げますとのこと

です。会報は委員長の管理の下、会報委員が協

力して進めてまいりますので、皆様のご協力の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

◎ニコニコボックス         國光一平委員 
大井会長  
新年あけましておめでとうございます。本年もよ 
ろしくお願いします。 
本日は私の都合で例会の順序を変更させて頂 
きます。申し訳ありません…。 
 
青柳会員 天野会員 
あけましておめでとうございます。本年もよろしく
お願い申し上げます。佐々部様、おいしいチョコ
レートありがとうございます。家族でおいしくいた
だきました。会員誕生日祝頂きましてありがとう
ございました。 
 
淺井会員 
あけましておめでとうございます。本年も宜しくお
願いします。会員誕生日祝頂きましてありがとう
ございました。 
 
阿曽会員 
あけましておめでとうございます。 
年賀状を頂きましてありがとうございます。賀状
は３年前から廃止していますので、大変失礼致
しました。ありがとうございます。 
 
上杉会員 松村会員 宮下会員 
新年明けましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願い致します。 
 
海野会員 
今年もよろしくお願い致します。 
コロナ感染拡大して来ました。自粛自粛！ 
 
佐々部会員 
本年も宜しくお願い致します。 



平山会員 
皆様あけましておめでとうございます。 
会員誕生日祝頂きましてありがとうございまし
た。 
 
福嶋会員 
おかげ様で元気にお正月をむかえる事が出来
ました。 
 
宮島秀晴会員 
会長年頭所感表明、期待しています。 
 
宮島史裕会員 
今年もよろしくお願い致します。 
会員入会祝頂きましてありがとうございました。 
 
山野井会員 
アメリカ（テキサス）から帰って、14 日間自宅待
避で寝正月となりました。本年も宜しくお願い致
します。 
 
横尾会員  
本年も宜しくお願い致します。 
 
 （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 28,000円 
ニコニコボックス 累 計 275,000円 

 
◎米山チャリティボックス     

大井会長 佐々部会員 平山会員  

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 8,000円 

米山チャリティボックス累計 65,000円 
 
 

◎次週の予定 
国際連合世界食糧計画 ＷＦＰ 

 
◎会報      淺井英明委員・青柳民朗委員 
   


