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ROTARYCLUB OF YOKOHAMA-KONAN-DISTRICT 2590R.I
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
◎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」
◎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
◎会⻑／佐々部 宣宏 ◎副会⻑／宮下 賢

◎司 会
阿曽輝彦委員
◎ロータリーソング
「国歌」「奉仕の理想」
合唱委員会
坂巻照代委員長
新しい年度になりましたので、月初めの例会に
は国歌「君が代」を流します。 「君が代」は約１１
００年前に編纂された古今和歌集の中の一首を
元に明治時代に作られたものです。愛する人の
長寿と幸せを祈る愛の歌だそうです。原典は月
間致知７月号です。
◎ソングリーダー
PC にて
◎ゲスト
なし
◎ビジター 横浜南ＲＣ会長・青木理様、副会
長・青柳隆之様、幹事・小野澤寿一様、前年度
会長・伊藤雄一郎様、前年度幹事・福本学様
◎出席報告
山根健輔委員
出席者数

25(2)名

22(1)名

（

出席率 前回
修正率
91.7％
―

TEL045（846）5111・FAX045（846）5129

◎幹事／松村 壮⼀郎 ◎会報委員⻑／上杉 順⼀

第 2239 号 横浜港南ロータリークラブ会報
2022 年 7 月 6 日（水） 第 2483 回例会報告

会員数

045（848）1111

前月
平均率
88％

）内は出席免除会員

◎会長報告
佐々部宣宏会長
会員誕生祝い 高栁良作会員 國光一平会員
各表彰
米山功労者 大井和子会員
ポールハリスフェロー 高柳良作会員

◎幹事報告
松村壮一郎幹事
1．７月２７日（水）例会はガバナー補佐訪問及び
クラブ協議会です。各委員会長は、１分半のコメ
ントをお願いします。なお、出席にあたりクールビ
ズ（ネクタイ自由・ジャケット自由）となります。た
だし記章は必須とします。
2．港南区長杯少年野球表彰式メダル授与にご
協力ください。７月１０日（日）にありますので、ご
出席可能な会員の方は事務局へお申し出くださ
い。
3．７月１６日（土）１２時３０分から（ローズホテル）
横浜南ＲＣ例会を訪問いたします。会員のみなさ
まのご協力をお願いいたします。
◎委員会報告◎
①プログラム委員会
根本雄一委員長
会員の皆様にお願い
佐々部年度の例会をより魅力あるものとするた
め、卓話について会員の皆様におかれましては、
配布しました内容（事前告知・外部卓話依頼は会
員負担・卓話時間の厳守・日程変更や PC 使用
などは早めに事務局へ）にてご協力をよろしくお
願い申し上げます。
②クラブ奉仕委員会
宮下賢委員長
下記の記入シートを作成しましたのでご活用くだ
さい。
1． 卓話事前告知用データシート
事務局：中山様から卓話者にお渡ししますので
指定された期日までに事務局にメールあるいは
FAX にて返信して下さい。

2．週報掲載用卓話要旨記載シート
(1．)のシート裏面で卓話の週報掲載用要旨を記
載して下さい。卓話内容全体は週報には掲載で
きないので A4 用紙１枚程度にまとめて下さい。
原則：上杉会報委員長宛にメール送信してくださ
い、出来ない場合はお名前とタイトルのみの掲
載となりますのでご了承下さい。
3．委員会報告用メモ
例会時の委員会報告内容を記載して当日の会
報作成担当にお渡し下さい。まだ試行段階です
ので様々な変更が生じることをご了承下さい。
③青少年奉仕委員会
青柳民朗委員長
1． 港南区剣道大会について
港南区剣道連盟大堀浩会長にご確認し、今年の
大会は７月４日（日）港南区スポーツセンターに
おいて、コロナ禍のため無観客で縮小開催する
そうです。よって港南ＲＣも声掛けせず、例年お
渡しするトロフィーは港南区で用意したそうです。
次年度以降、通常開催になった折には、またご
協力をお願いしたいとのことです。
2．港南区長杯争奪学童軟式野球大会について
７月１０日（日）に港南台南公園にて決勝戦が行
われ、表彰式にて港南ＲＣで用意したメダルを優
勝、準優勝、３位の３チームにお渡しする予定で
す。実行役員の山野井会員の他３名以上の会員
のご参加をお願いしたいので、個別にお声掛け
をさせていただきます。集合時間は１１時です。
◎会長所信表明

佐々部宣宏会長

1．会長所信表明は港南ＲＣクラブの伝統になっ
ていますが、何をどのように話そうかと考えたの
ですが、まったくまとまらずに今日にいたりました。
大井直前会長や元会長の方々の大変さが改め
て身に沁みました。まずは大井直前会長、元会
長の方々にご苦労様とお礼を言いたいと思いま
す。お疲れさまでした！
2．クラブ活動計画書の会長挨拶が、会長として

クラブを運営する私の気持ちです。この内容を少
し深堀して皆様にお話したいと思います。
3．この３年間はコロナの影響でクラブの奉仕活
動や親睦活動がかなり制約されていました。
この期間に入会された会員は断片的な情報でし
か、ロータリークラブや港南ＲＣクラブについて知
る機会がなく、又、我々から伝えることが十分に
出来ない３年でした。
4．ジェニファージョーンズＲＩ会長は『ロータリーの
参加型奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、
生涯にわたる友情こそが目的意識と熱意を生み
出します。会員にとって心地よい場所とし、会員
への気配りがなければロータリーの本当の意味
を理解してもらうことは出来ないでしょう』と言わ
れています。ＲＩ会長のテーマ講演の中でこの部
分が私にとって最も腑に落ちた内容でした。
5．この一年間でＲＩ会長の言われた事を皆が実
感できるような港南ロータリークラブにしていきた
いと思っています。
6．日本ロータリーが全体として行っている奉仕
活動にはロータリー財団（青少年交換・ポリオ撲
滅）、米山奨学生事業があります。また第２５９０
地区の奉仕活動や各クラブが独自に行っている
事業もあります。ロータリークラブを港南 RC から
だけで見るのではなく、俯瞰的に見る機会があ
ればさらにロータリーについて理解が深まると思
います。そのような情報をしっかりと会員へ伝え
て頂きたいとの思いで、宮下副会長と大井前会
長に雑誌広報委員をお願いしました。
米山奨学生事業でいえば現在韓国からの米山
奨学生を当クラブではお預かりしていて、大井前
会長にカウンセラーを引き受けて頂いています。
カウンセラーの経験がない方は、次の機会では
是非カウンセラーとして参加型の奉仕活動を実
践して下さい。
7．人間的成長、リーダーシップ開発、生涯にわ
たる友情はただクラブの例会に出席するだけで
は得ることは出来ません。自分自身でいえば、７
年前の入会年度に、当時の福嶋博之会長から
米山の地区委員に出向する機会を頂いたことで、
自分自身ではそのことを実感できました。
セブポートセンターＲＣへの補助事業に人間的な
成長や友情、目的意識を見出している方もいると
思います。仕事の都合や年齢的な制約で皆が地
区の活動に出向することは出来ませんが、機会
があれば、奉仕事業に積極的に参加していただ
き、仲間とその体験を分かち合うことで、友情や
人間的な成長を感じて頂けると思います。

8．職業人としてロータリークラブを通して、仕事
を得ることは当然だと思います。個人的なことで
は、先日完成したお寺の造成工事をＲＣ関係者
からご紹介頂き受注に至りました。たとえ社命で
入会したとしても、奉仕の機会を積極的に生かし
て自身の成長に繋げてください。結果として仕事
につながると思います。
9．会員にとって心地よいクラブの考え方はそれ
ぞれ違うと思いますが、私はジェニファージョーン
ズＲＩ会長の考え方でこの一年間のクラブを運営
していきたいと思っています。会員が心地よいと
心から感じられれば、知り合いや、取引先の方を
お誘いするときに必ず伝わると思いますので、櫻
井会員増強委員長にはご指導を宜しくお願い致
します。
最後にロータリーが好きになった、奉仕をして良
かったと皆で言い合えるような１年にしたいと思
いますので宜しくお願い致します。

佐々部会長
横浜南ＲＣ会長青木理様、副会長青柳隆之様、
幹事小野澤寿一様、前年度会長伊藤雄一郎様、
前年度幹事福本学様ようこそいらっしゃいまし

◎ビジター挨拶
横浜南ＲＣ会長 青木理様
佐々部会長年度初例会誠におめでとうございま
す。横浜港南ロータリークラブ様とは、約２年前
から親子クラブの間柄をせっかくなのでもっと大
事に交流していきましょうと言う思いから初例会
にお邪魔させて頂いております。我がクラブも前
年度よりセブ島で活動しておられるＮＰＯ法人
DAREDEMO HERO と言う団体を応援させており
ます。横浜港南ロータリークラブ様におかれまし
ては、セブポートセンターロータリークラブ様と友
好クラブとして繋がりが有るとお聞きいたしました。
今年度横浜港南ロータリークラブの国際奉仕で
は、セブ島にて何か奉仕活動が出来ればと思っ
ておりますのでその説は、御指南頂ければと思
います。何卒宜しくお願い申し上げます。

阿曽会員
一年間宜しく御願いします。

◎ニコニコボックス

宮島史裕委員長

横浜南ＲＣ会長青木理様・副会長青柳隆之様
幹事小野澤寿一様・前年度会長伊藤雄一郎様
前年度幹事福本学様
横浜港南ＲＣの皆様、初例会おめでとうございま
す。本日は前年度会長・幹事、今年度３役で参り
ました。本日を迎えるにあたりご苦労があったと
思います。皆様のご活躍、ご健康を心よりお祈り
申し上げます。

た。
松村幹事
新年度の幹事職に不安と緊張の本日です。
一年間どうぞよろしくお願いします。
青柳会員
佐々部会長、村松幹事一年間よろしくお願い致し
ます。横浜南ＲＣの皆様ようこそいらっしゃいまし
た。
淺井会員 宮島史裕会員
横浜南ＲＣの皆様ようこそいらっしゃいました。

天野会員 山野井会員
佐々部丸出帆おめでとうございます。
横浜南ＲＣの皆様ようこそ。大歓迎です。
海野会員
新年度の始まりです。よろしくお願い致します。
横浜南ＲＣの皆様ようこそいらっしゃいました。
國光会員
本年度よろしくお願いします。不参加の宮島秀晴
会員よりニガニガ預かりました。
会員誕生祝いをありがとうござました。
坂巻会員
佐々部新会長よろしくお願い致します。
高栁会員
佐々部会長、村松幹事、理事の皆様、一年間よ
ろしくお願いいたします。
会員誕生祝いをありがとうございました。
根本会員
横浜南ＲＣ青木会長、いよいよのぼり詰めました
ね！青柳副会長もあと一歩ですね！！おめでと
ございます。

平山会員
佐々部会長、所信表明を期待しております。
横浜南ＲＣの皆様ようこそいらっしゃいました。
宮下会員
横浜南ＲＣ青木会長他皆様、ご訪問ありがとうご
ざいます。佐々部会長一年間がんばって下さい。
上杉会員 大井会員 櫻井会員 福嶋会員
横尾会員
（コメントなし）
（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

41,000 円
41,000 円

◎米山チャリティボックス
佐々部会長 上杉会員 大井会員 坂巻会員
櫻井会員 宮下会員
6名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
14,000 円
米山チャリティボックス累計
14,000 円
◎次週の予定
７月１３日（水）通常例会
◎会報

卓話者：淺井会員
上杉順一委員長

