
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 2240 号  横浜港南ロータリークラブ会報 

2022 年 7 月 13 日（水） 第 2484 回例会報告 

 

◎司 会                阿曽輝彦委員 

◎ロータリーソング         「四つのテスト」 

合唱委員会            坂巻照代委員長 

わずか４行の短い歌ですが、ロータリーの奉仕

の理念を自分自身に問いかける大切な歌です。 

まだあまりロータリーソングをご存知ない会員様

は簡単ですので是非覚えてください。 

◎ソングリーダー               PC にて 

◎ゲスト                             なし 

◎ビジター                     なし 

◎出席報告              坂巻照代委員 

会員数  出席者数 出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

25(2)名 22(1)名 95.8％ 91.7%  88％ 

（  ）内は出席免除会員 

 

◎会長報告            佐々部宣宏会長 

セブポートセンターＲＣの会長就任式に６名の会

員と共に出席し、昨日帰国しました。往路、マニ

ラで乗り継ぎの待ち時間に、安倍元首相が銃撃

され心肺停止状態という一報を友人からのメー

ルで知りました。ネットでの情報しかなく国内の状

況が心配でしたが、帰国した成田が非常に落ち

着いた状況なので安心しました。今のところ、犯

人に政治的な動機は無いようですが、歴史を振

り返ると、このような事件が起きると戦争へのき

っかけになっていることが多く大変心配です。 

安倍元首相は国益のため、すなわち国民が平和

で豊かに暮らすことを第一に考えて行動する現

実的な政治家でした。そのために政治信条は違

っても、トランプ大統領やプーチン大統領ともファ

ーストネームで呼び合える関係を築き、日米関係

を深め、ロシアサハリンでの天然ガス共同開発

の経済協力を成功させました。ウクライナ紛争後、

安倍元首相はロシアのプーチン大統領に騙され

た、いつかロシアが攻めてくるようなこと言う評論

家もいますが果たしてそうでしょうか？ウクライナ

紛争で多くのウクライナ国民が苦しむ惨状を見る

ときに、今は英雄のように言われているゼレンス

キー大統領ですが、彼に安倍元首相のような現

実的な政治力があったならロシアとの戦争は起

きなかったと思います。 

 

安倍元首相のご冥福をお祈り申し上げます。 

 

◎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。出席にあたり、クールビズ可

能（要記章）です。 

2．７月１６日（土）１２時３０分から横浜南ＲＣ例会

訪問のお誘いについて 

3．２５９０地区クラブ活性化セミナー７月７日（木）

増強委員長代理として参加させていただきました。

研修内容を会員基盤の拡大・増強に反映せま

す。 

4．７月１４日（木）第五グループ会長・幹事会が

あります。次回内容を報告します。 
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①国際奉仕委員会          平山滋也委員長 

セブポートセンターＲＣとの合同会長就任式に行

きました。皆様の餞別のお礼と無事帰国の報告。

特に国際奉仕委員宮島秀晴会員の英語能力で

いろいろ助けて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

②青少年奉仕委員会      青柳民朗委員長 

７月１０日（日）港南台南公園野球場において港

南区長杯争奪学童軟式野球大会の決勝戦・表

彰式に参加しました。参加者（敬称略）は山野井、

海野、上杉、山根、青柳、事務局中山です。参加

チーム数は高学年の部が１３チーム、低学年の

部が８チームで、当日は決勝戦が行われ、炎天

下の中、熱戦が繰り広げられました。優勝は高

学年の部が港南西洗ヤングスターズ、低学年の

部が美晴台少年野球部でした。表彰式において、

優勝、準優勝、３位のチームに表彰状、カップ、

当クラブで用意したメダルを授与しました。選手

たちはメダルを授与されてとても喜んでいること

を間近に直接感じられ、とても意義のある活動で

あることがわかりました。次年度以降、ぜひ多く

の会員の皆様に参加していただきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

③雑誌広報委員会         宮下賢委員長 

雑誌広報委員会の宮下です。メンバーは私と大

井前会長です。佐々部会長の思いで、ロータリー

の友などを皆さんに紹介してＲＣへの造詣を深め

てもらいたいとのことです。具体的には、毎月１

日に発行される「ロータリーの友」から、興味を持

ったものを第３週の例会にて３分位でお話をさせ

て頂く予定です。３か月間は、私と大井会員が交

互の予定です。そのあとは、各委員長に依頼す

るかもしれませんのでご協力をお願いします。 

まずは、Governor'ｓ Monthly Letter７月ＲＩ会長：

ジェニファー・ジョーンズ会長のメッセージの一部

を紹介させていただきます。 

君は、僕を夢想家だと言うかもしれない。 
でも僕は、一人でないさ。 

この歌は、行動への呼びかけだと、私はとらえま

す。私たちには夢があります。しかし、その実現

のために行動するかどうかを決めるのは私たち

です。想像して下さい。私たちがベストを尽くせる

世界を。私たちは、毎朝目覚めるとき、その世界

に変化をもたらせる事を知っています。昨日のこ

とを Imagine（想像）する人はいません、それは未

来を描くことです。ポリオのない世界を想像して

下さい。みんなが安全な水を使える世界を想像し

て下さい。疾病のない世界、すべての子供が読

むことの出来る世界を想像して下さい。やさしさ、

希望、愛、平和を想像して下さい。だからこそ 

「イマジン・ロータリー」が今年のテーマになりま

す。ＲＩの重点活動分野７項目である平和の推

進・疾病との闘い・水と衛生・母子の健康・教育

の支援、地域経済の発展・環境の保護ですが、

言葉でだけを聞かされると身近に感じることはで

きませんが、「想像してみてください、平和な世界

を。」と問いかけられると身近に感じられる気がし

ました。また、想像してみるとやるべきことが思い

浮かぶような気がします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎イニシエーションスピーチ    淺井英明会員 

「住宅の現在
い ま

と未来」 

それでは、淺井の２回目イニシエイションスピー

チを始めます。最近世の中色々な出来事があり、

コロナが始まり、社会の仕組み、働き方が変わり

ウクライナ侵攻によって、円安、資材・燃料の高

騰で、世の中が不安定になって来ている。 みんな



なんだか、今まで考えなかったことが頭に浮かぶ、

変な捉え方になるような世の中になってきている。

その中で、元総理の銃撃が起こってしまったよう

に考えます。 

総務省統計局の平成３０年住宅・土地統計調査

によると、全国の空き家総数は８４６万戸、全住

宅に占める空き家の割合は 13.55％と過去最高

を記録しました。今後も増え続けると予想される

空き家について現在と未来を探ってみました。 

まず、神奈川県内の空き家の現状を見ていきま

す。神奈川県の空き家戸数は、約４８万戸、全国

で３番目の多さであり、今後一層増加することが

懸念されています。さらに総務省統計局の発表

によると、平成１５年時点で総人口は約１億２千

８百万人に対して、総住宅数は約５千３８９万戸、

平成３０年時点では総人口１億２千６百万人に対

して、総住宅数が６千２４２万戸、１５年で総人口

に対しての総住宅数が７ポイント上昇している結

果となりました。 少子高齢化により、年々人口は

減少しているのに対し、住宅数は増加しているの

が空き家になる要因の一つとなっています。 

次に、新築住宅の供給過多については、平成９

年の住宅・土地統計調査による中古住宅流通量

は、欧米諸国が７０％以上を占める一方で、日本

は１２％にとどまりました。圧倒的に新築住宅の

需要が高く、今後も空き家が増えると予想されま

す。  

SDGs 世界を変える。遅ればせながら、弊社も今

年横浜市の SDGs 認証を取得しました。今後は、

いろんなところで世界を思いやり、事業を進めて

いこうと思っております。  

今回のまとめとして、これからの未来へ向けて、

古きよきものは残し、使えなくなったものは壊して

無くす、 新しい、便利でやさしい社会を築いてい

かなくてはならない。ただ全て壊すのではなく、使

える物は再利用、リノベーションして使っていくこ

とを、今まで以上にみんなで知恵を出し合い考え

ていくのが大切だと思います。全て解体するより、

リノベーションをし、再利用したほうが地球にやさ

しいですからね。 

最後に、今年度のロータリーテーマがイマジンな

ので、イマジンを朗読して終わりにしたいと思い

ます。   

♪ジョン・レノン 「イマジン」   
"想像してごらん 天国なんて無いんだと ほら、
簡単でしょう？ 地面の下に地獄なんて無いし 
僕たちの上には ただ空があるだけ さあ想像し
てごらん みんなが ただ今を生きているって..." 

"想像してごらん 国なんて無いんだと そんなに
難しくないでしょう？ 殺す理由も死ぬ理由も無く
そして宗教も無い さあ想像してごらん  
みんなが ただ平和に生きているって..."  
 
"僕のことを夢想家だと言うかもしれないね  
でも僕一人じゃないはず いつかあなたもみんな 
仲間になって きっと世界はひとつになるんだ" 
 
"想像してごらん 何も所有しないって あなたな
ら出来ると思うよ 欲張ったり飢えることも無い 
人はみんな兄弟なんだって 想像してごらん  
みんなが世界を分かち合うんだって..."  
 
"僕のことを夢想家だと言うかもしれないね  
でも僕一人じゃないはず いつかあなたもみんな  
仲間になって そして世界はきっとひとつになる
んだ "     
    

◎ニコニコボックス        宮島史裕委員長 

佐々部会長 

皆様からいただいた４５，０００円は帰国時の  

ＰＣＲ検査費用として使わせていただきました。 

 

松村幹事 

セブサポートRC ご訪問の皆様、おかえりなさい。

土産話を楽しみにしていました。本日の卓話者

様のお話を楽しみにしています。 

 

青柳会員 

７/１０港南区少年野球大会に参加していただき

ました会長の皆様、お疲れ様でした。本日の卓

話者様のお話を楽しみにしています。 

 

淺井会員 

卓話がんばります。 

 

天野会員 

セブサポートセンター公式訪問では、大変お世話

になりました。ありがとうございます。 

 

上杉会員 

淺井会員の卓話楽しみにしています。配偶者誕

生祝いをありがとうございました。 

 

海野会員 

淺井さんの卓話楽しみにしています。 

 



大井会員 

セブに行かれた方々、お疲れ様でした。ご報告を

楽しみにしています。本日の卓話者様のお話を

楽しみにしています。 

 

國光会員 

会員入会祝いをありがとうござました。 

 

坂巻会員  

淺井様のお話を楽しみにしています。 

 

高栁会員 

本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。 

 

根本会員 

佐々部会長ほかみなさまお帰りなさい！昨夜に

着いたのですね？さぞかし眠いのでは。 

 

宮下会員 

淺井さんの卓話、楽しみです。会員入会祝いを

ありがとうございました。 

 

宮島秀晴会員 

セブから帰ってきました。タイトなスケジュールで

かなり疲れました。が、すばらしい会長就任式で

勉強になりました。次回１０月ロータープラスト、

是非たくさんの方々で応援に行きましょう！！ 

 

宮島史裕会員 

本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。 

 

山野井会員 

学童野球大会（区長杯）授与式に、青柳会員、海

野会員、上杉会員、山根会員が出席され、行わ

れました。子供達にとって一生の記念メダルにな

ったと思います。ご苦労様でした。 

 

横尾会員 

淺井さんの卓話楽しみにしております。 

 

櫻井会員 平山会員 福嶋会員 

（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 33,000円 

ニコニコボックス累計 74,000円 

 

 

 

◎米山チャリティボックス   

佐々部会長 淺井会員 天野会員 大井会員  

坂巻会員 平山会員 宮島史裕会員   7 名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 13,000円 

米山チャリティボックス累計 27,000円 

 
                      
◎次週の予定 
７月２０日（水） 夜間例会 

 
◎会報                    國光一平委員 


