
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 2229 号   横浜港南ロータリークラブ会報 

2022 年 4 月 6 日（水）   第 2473 回例会報告 

 

◎司 会              山野井正郎委員 

◎ロータリーソング 

「横浜港南ロータリークラブの歌」 

◎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 21(1)名 80.8％ ―  76.9％ 

（  ）内は出席免除会員 

  

◎会長報告             大井和子会長 

皆さん、こんにちは。少しずつ春らしくなってき

ましたが、私は最近、ラジオ体操を始めました。

少々思うところがあり、始めたのですが、皆さん

はラジオ体操第１、第２をご存じでしょうか。私く

らいの世代だと小学生の頃は毎日、学校の校庭

に集まり、ラジオ体操をしていましたが、例えば、

國光さんくらいの年齢だと第２はご存じないかも

しれません。ラジオ体操は国民の健康増進を目

的に考えられたところから始まりますが、１９４７

年、昭和天皇の即位を祝し、簡易保険局の事業

として生まれました。そして日本全国に広まって

いきました。 

 ところで、ラジオ体操は実は第３まであるのを

ご存じの方はいらっしゃるでしょうか。この第３は

第１、第２と違って、跳躍や口で説明するだけで

は伝わり切れない動きがあり、広まらなかったと

いうことですが、私は第３までチャレンジしていま

す。毎日、第１から第３まで通して２セットやると、

軽く汗ばむくらいです。 

 何事も体が資本です。皆さんも何か体を動か

すことをお勧めします。 

 

◎幹事報告             高栁良作幹事 

４月６日から例会での料理の提供が再開します。

ただ、新型コロナウィルス感染症が収束したわけ

ではないので、黙食でお願いします 

ウクライナへの寄付について理事会で承認され

ました。１０万円を寄付します 

職業奉仕委員会から５月１８日の一日研修の企

画が提案され、理事会で承認されました 

当クラブのホームページが現在閲覧できない状

態になっています。４月１５日までに復旧が予定

されていますが、難しい場合には別途検討が必

要です。 

 

◎委員会報告 

職業奉仕委員会        山野井正郎委員長  

５月１８日上大岡駅出発〜鎌倉コース 会費０円     

 

戦略計画委員会         平山滋也委員長 

炉辺５月１３日 上永谷駅近くのお店 
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Weekly Report 



◎イニシエーションスピーチ     宮下賢会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『入会から今までに印象に残っていること』 

今回は、第二のイニシエーションスピーチをさせ

ていただきます。 

入会から今までに様々な委員会活動を経験して

きました。その１４年間の中で印象に残っている

「地区補助金の活用」「青少年交換留学生受入」

についてお話させていただきます。 

補助金活用についてお話しする前に、ロータリ

ー財団補助金について簡単にお話します。 

毎年寄付をしている年次基金や恒久基金寄付

などが原資となり補助されるしくみです。 

財団には３つの補助金があります。災害補助

金・グローバル補助金・地区補助金です。 

その中で当クラブが申請して活用できたのが、

地区補助金です。ただ、色々なラッキーが重なっ

て活用できました。特に承認には、年次基金寄

付目標を達成していることが条件になりますが、

当クラブは達成できていません。当時、福嶋浩

之さんが地区財団に貢献していたので承認され

たのだと思います。 

活動の内容は「振り込め詐欺被害防止活動」で

港南警察署、横浜港南ロータリークラブと郵便

局の３団体のコラボ活動でした。活動期間は２０

１４年１０月～２０１５年３月です。具体的な内容

は、ご高齢者に集まっていただき、特殊詐欺の

実際の手口を知っていただくための寸劇や、警

察の担当者が特殊詐欺の現状と注意点を講話

するイベント開催を行いました。そして港南区内

の３７００所帯へ年賀葉書を利用した注意喚起

を行うという企画でした。全体費用は２８万円で

その内２０万円の補助を受けました。申請手続

きとしては、専用の口座を開設し申請書を提出

するだけです。補助金申請はそんなにハードル

が高くはないので、積極的に活用した方が良い

と思います。ただ、寄付の目標金額をクリアーし

ないと承認が受けられないので、目標をクリアー

しましょう。 

次に青少年交換留学生受入についてお話させ

ていただきます。世界１００カ国以上で実施され

ているロータリー青少年交換は、ロータリークラ

ブによる支援の下、１５～１９歳の学生が海外に

滞在し、言語や文化を学びながら、海外に友人

をつくり、世界市民としての自覚を養うことのでき

るプログラムです。日本から他国へ留学する学

生と他国から日本に留学する学生がいるので

「交換」になっています。生徒は地元のクラブに

申請し、クラブで地区に推薦をして地区が選考

をします。受入の基本はグループ内の順番制で

受入します、またグループ内での準備金を用意

しています。当２５９０地区では、残念ながら、

様々な理由で中止となっています。コロナが落ち

着き地区での協議で復活すると思いますが、非

常に有効で分かり安い奉仕活動なので復活の

際には皆様に是非ご理解を頂きたいと思います。

期間は２０１８年８月～２０１９年７月まででした。 

カウンセラーは大井会員、ホストファミリーは、

佐々部会員、私、留学生宅の東田さん、スポン

サークラブの南 RC宮田さんの４家族で努めまし

た。４月から説明会が開かれ、かなりボリューム

のあるマニュアルを渡されました。申請書だけで

も８枚くらい必要です。また、来日する留学生と

そのご家族とは、来日２ヶ月前くらいからメール

でやりとりをします。結構大変だったのがお金の

やりとりです。国によって送金に必要な情報が

異なっていて、何回もメールのやりとりを英語で

行いました。グーグル翻訳は必需品でした。 

また、山野井会員のお力を借りて、ぎりぎりで横

浜学園入学手続きをすることができ、本当に感

謝しています。到着後も住民登録や国民健康保

険など事務手続きがあります。来日直後の２ヶ

月間を佐々部さん宅で預かっていただき、留学

生の生活リズムやルールについて教えていただ

き、本当に助かりました。留学生のスケジュール

もかなりハードで地区のオリエンテーリングも２ヶ

月おきやイベントも盛りだくさんでした。 

当クラブでは、フランスからのカミーユを預かり

ました。フランス南部のマルセイユに近い町出身

でおばさんにロータリアンがいるそうです。すごく

しっかりした子で、集中力も有り短期間で日本語

が上達して、日常会話は普通に会話できました。

難しい言葉、綺麗な言葉に興味があり、辞書や

パソコンでの検索をしないと解説できないような

単語をよく質問されました。ホストファミリーでは、

家族の一員として暮らし、色々な場所へ小旅行

をしています。学校の先生達も暖かく迎えていた



だき、高校生活は楽しかったようです。地区では

２ヶ月おきにオリエンテーリングが開催され、日

本語でのスピーチをします。学生達の日本語上

達度が分かったり、クラブによって対応の違いが

あったりと面白かったです。１０月からは我が家

でお世話を開始しました。カラオケでフランス語

の曲を披露してくれました。料理も得意で家庭料

理を何種類か作ってくれましたし、おせち料理作

りを手伝っていました。本人の強い希望があり、

渋谷ハロウィンに参加しました。軽自動車が多く

の若者に揺さぶれるシーンがニュースに流れ、

マナーに関して様々な意見がでた年です。日興

證券の細井さんが渋谷に住んでいたので息子さ

んと案内をしてくれました。カミーユのメイク上手

で多くの人から写真を撮られました。こんな時で

なければ私は、近づかないところだったので、カ

ルチャーショックでした。７月帰国前日にここバン

ケットルームでさよならパーティーを開催しまし

た。お世話になった方々、高校の先生と友達、カ

ミーユのご家族とで１年を振り返りながら楽しい

時間を過ごしました。 

横浜港南ロータリークラブに入会して１５年近く

になりました。入会のきっかけは、先輩に誘われ

てですが、入会して良かったと思っています。 

まずは、同じ地域で多くの相談できる仲間がい

るという安心感です。今回お話ししたように、クラ

ブ活動でも会員の皆さんからアドバイスや手本

を頂いています。また、家や職場の設備に関し

ても助けていただくことが多くあります。 

もう一つは、自分の職業で世の中に奉仕する、

というロータリーの基本方針がすごく好きです。 

その中でも、４つのテストは、何かを決断すると

きの自分の物差しになっています。 

みなさんも、ロータリーの意味について考えるこ

とがあると思いますが、あれこれと考えるよりは、

行動してみることが肝心だと思います。行動して

みることで、見えてくることがあると思うので、い

ろいろなロータリー活動に挑戦してみてくださ

い。 

 

◎ニコニコボックス         海野俊彦委員 

大井会長 

宮下会員の卓話楽しみにしております。 

 

高栁幹事 

新しいニコニコの用紙もとても良いですね。新年

度もよろしくお願いいたします。宮下会員の卓話

楽しみにしております。 

宮下会員 

卓話をさせていただきます。 

 

淺井会員 天野会員 上杉会員 根本会員 

平山会員 宮島秀晴会員 宮島史裕会員  

横尾会員 

宮下会員の卓話楽しみにしております。 

 

海野会員 

宮下会員の卓話楽しみにしております。季節の

変わり目です。体調管理に御注意ください。会員

誕生祝いをありがとうございました。 

 

坂巻会員 

気温の上下巾の大きい今日この頃、体調ご自愛

下さい。宮下会員の卓話楽しみにしております。

会員誕生祝いをありがとうございました。 

 

櫻井会員 福嶋会員 

宮下会員の卓話楽しみにしております。会員誕

生祝いをありがとうございました。 

 
松村会員 
会員誕生祝いを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 28,000円 
ニコニコボックス累計 487,000円 

 

◎米山チャリティボックス 

大井会長 天野会員 上杉会員 坂巻会員 

宮下会員 宮島史裕会員         6名 
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 7,000円 

米山チャリティボックス累計 127,000円 
 
◎次週の予定 

4 月 13 日（水）通常例会  卓話者：櫻井会員 
 
◎会報                      淺井英明委員 


