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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
海野俊彦委員
◎ロータリーソング
「我等の生業」
合唱委員会
坂巻照代委員長
ロータリアンがクラブを結成し、平和親睦の目的
に向かって、クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・
国際奉仕の四大部門を通じて努力するという内
容である。特に歌詞には職業奉仕の重要性が
強く歌われています。（出典：ロータリー百科事
典）
◎ソングリーダー
PC にて
◎ゲスト
ガバナー補佐 佐藤圭一様
◎ビジター
なし
◎出席報告
坂巻照代委員
前回 7 月 20 日夜間例会分
会員数
出席者数 出席率 前回
前月
修正率 平均率
25(2)名
21(2)名 84.0％ 95.8%
88％
）内は出席免除会員
会員数

出席者数

25(2)名

20(1)名

（

）内は出席免除会員

出席率 前回
修正率
83.3％ 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 2242 号 横浜港南ロータリークラブ会報
2022 年 7 月 27 日（水） 第 2486 回例会報告

（

045（848）1111

前月
平均率
88％

◎会長報告

佐々部宣宏会長

1．今日は佐藤ガバナー補佐をお迎えしてのクラ
ブ協議会です。各委員長は自分言葉でしっかり
活動計画を発表して下さい。
2．コロナの感染が急拡大しています。通常の例
会形式が続けられるように、感染対策には十分
注意して下さい。
3．ＷＨＯ（世界保健機関）より現在３つの非常事
態宣言が出されています。１つはＣＯＶＩＤ１９（コ
ロナ）、２つ目は国内初感染が確認されたサル痘、
３つ目はロータリーが病気撲滅に長年努力して
いるポリオ（小児麻痺）です。しかし、ポリオは新
規感染者が増大していています。そして感染力
がとても強く、感染者の１/２００が永久麻痺にな
り、そのうち 2～10％が死亡します。新たな対策
を取らなければ１年後には数万人が感染する恐
れがあります。ポリオ撲滅にロータリー財団は大
きな貢献をしています。引き続きロータリー財団
へのご寄付をお願いします。
◎幹事報告
松村壮一郎幹事
1．８月３日（水）港南台ＲＣから会長・幹事様の訪
問があります。
2. ８月５日（金）港南台ＲＣ例会へ会長・幹事で
訪問します。

3．クラブ青少年奉仕委員長会議が８月１９日
（金）15:00〜17:00 HOTEL PLUMM （ホテルプラ
ム）３Ｆで行われます。青少年奉仕委員長・青柳
会員が出席します。 会長・幹事はリモートで参
加します。
◎委員会報告
国際奉仕委員会
平山滋也委員長
昨日、セブポートセンターＲＣの小池様より報告、
テレジョ小学校への給水支援した件。（7/25 に。）
クラブ奉仕委員会
宮下賢委員長
本日、例会場のメール BOX に事務局より、卓話
事前告知用データシート・週報掲載用卓話要旨
記載シートを配布しましたので活用下さい。
◎クラブ協議会
会場監督委員会
淺井英明委員長
明るく和やかな雰囲気をつくり、クラブの品位と
秩序を守りながら、感染対策に沿った会場設営、
プロジェクターを使用しての設定で、例会場をか
っこよく見せ、新規会員の獲得に貢献します。
又例会終了時間を重んじ、各項目での時間配分
に注意を払い、時間内終了を実践していきます。
出席・合唱委員会
坂巻照代委員長
出席委員会
今後の委員会担当の方のために山根会員がエ
クセルで集計表を作成しています。デジタル化に
より集計が簡単になります。
合唱委員会
１．コロナ収束までの間は PC でロータリーソング
を流し画面に歌詞を出します。
２．ロータリーソングをまだ良く知らない新会員に
もなじんでいただくため、各歌にこめられた思い
や歴史を解説します。
３．月初には「君が代」を流します。
会報委員会
上杉順一委員長
【活動方針】クラブ活動記録保持と例会内容の共
有化を目的に会報を発行することに依り、会員
相互のコミュニケーションと情報の充実を図る。
【活動計画】
①会報作成に当たり、編集担当者の蝶野さんと
連携しながら進めていきます。
②掲載内容に付いては、なるべく各報告者から
データを頂き、メイン担当者、サブ担当者と編集
者様、事務局と共有に努めます。

親睦委員会
宮島史裕委員長
親睦活動を通じて会員間の親睦を深める。会員
数減少という事もありニコニコボックス寄付を積
極的に働きかける。
９月２８日創立記念夜間例会は新型コロナ感染
拡大の兆候もあり家族同伴は控え会員のみの
例会とします。
１０月１２日静岡県米山梅吉記念館の訪問を計
画しております。
職業奉仕委員会
阿曽輝彦委員長
【活動方針】ロータリーの目的は「自己の職業に
奉仕の理想を生かして職責を全うする」といわれ
ております。ロータリアンひとり一人が、自己の職
業を通じ知り合いを広める事により奉仕の理想
が生かされるよう委員会で努力する。
【活動計画】
１． 職場訪問を実施する。
２． 地域の優れた事業従事者の表彰を行う。
社会奉仕委員会
國光一平委員長
地域社会に貢献できる奉仕活動を実現し、クラブ
の認知度の向上と、魅力ある奉仕活動を行うク
ラブづくりを進めることを目標とします。コロナに
よる活動制限により、見通しが未だ不明ですが、
行政機関や諸団体など、多方面からのニーズを
継続的にヒアリングし、計画実施していきます。
青少年奉仕委員会
青柳民朗委員長
当地区の青少年奉仕活動として、インターアクト、
ローターアクト、ロータリー青少年交換、ロータリ
ー青少年指導者養成プログラム（RYLA）の 4 つ
のプログラムがあります。当委員会の目的は、こ
れらの活動を通じて、青少年の才能と熱意を呼
び起こし、奉仕と責任感を育てることにあります。
１．インターアクト（１２歳から１８歳までの青少年
または高校生のためのロータリークラブが提唱
する奉仕クラブ）
２．ローターアクト（１８歳以上の青年男女のため
のロータリークラブが提唱する奉仕クラブ）当クラ
ブは提唱クラブではございませんが、各イベント
の際には積極的に参加するよう会員への声掛け
を行い、活動への理解、協力を図ってまいりま
す。
３．ロータリー青少年交換プログラム
当地区ではコロナ禍の影響を受け、2020-2021
年度からプログラムが休止となっています。今年
度ですが、８月１９日に地区のクラブ青少年奉仕

委員長会議が開催予定で、ロータリー青少年交
換の募集再開の説明がある予定です。今後、プ
ログラムが再開した際には、対応を検討してまい
ります。
４．ロータリー青少年指導者養成プログラム
（RYLA）RYLA のイベント開催の際は、会員の社
員、知人、友人等に積極的な参加を働きかけて
まいります。
５．地域スポーツ活動への支援
当クラブでは、地域で実施されている野球・剣
道・サッカー大会において、カップやメダル等の
費用を援助すると共に、決勝戦後の表彰式にお
いて選手に直接手渡しをし、ロータリーの活動を
多くの一般の方々に理解していただくよう努めて
まいります。
（第５グループガバナー補佐佐藤佳一様コメント）
RC に入会後、青少年奉仕活動には多く関わって
きました。RYLA の広報で当クラブに過去 2 回ほ
ど訪問しております。青少年交換プログラムは、
今年度、再開する予定です。
◎総評

ガバナー補佐 佐藤圭一様

淺井会員 天野会員 坂巻会員 平山会員
福嶋会員 山野井会員
ガバナー補佐 佐藤圭一様ようこそいらっしゃい
ました。
青柳会員 上杉会員 海野会員 櫻井会員
ガバナー補佐 佐藤圭一様、本日はよろしくお願
い致します。
宮島秀晴会員
暑いですね。皆様身体ご自愛ください。
宮島史裕会員
（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

21,000 円
115,000 円

◎米山チャリティボックス
佐々部会長 阿曽会員 天野会員 坂巻会員
櫻井会員
5名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
6,000 円
米山チャリティボックス累計

33,000 円

◎米山記念奨学事業功労者表彰式

第５グループでは２番目に歴史があるクラブだけ
あって、各委員長が役割をよく理解しており、
よどみのない進行だと感じました。会員増強、
全員で協力して目標を達成すべく頑張っていた
だき、第５グループの核クラブの１つとして存続・
発展して下さい。
◎ニコニコボックス
ガバナー補佐 佐藤圭一様
本日、よろしくお願いします。

櫻井富雄会員

宮島史裕委員長

佐々部会長
ガバナー補佐 佐藤圭一様ようこそ！本日のク
ラブ協議会よろしくお願いします。
松村幹事
（コメントなし）

阿曽輝彦会員

宮下賢会員
◎次週の予定
８月３日（水） 通常例会
セブポートセンターインダクション報告
佐々部会長
◎会報

宮島史裕委員

