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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
横尾博之委員
◎ロータリーソング
「港南友愛の唄」
合唱委員会
坂巻照代委員長
初代会長の高梨勝義様,当クラブ会員の阿曽輝
彦様の共同作詞、阿曽様のギターの先生の大
橋俊和様が作曲された、港南ロータリークラブ
の歌です。是非歌詞を味わってください。
◎ソングリーダー
PC にて
◎ゲスト
なし
◎ビジター
ガバナー 志村雄治様（川崎日吉ＲＣ）
かいち

ガバナー補佐 佐藤圭一様（新横浜ＲＣ）
谷屋利隆様（川崎南ＲＣ）
米山留学生 チョ ソヨンさん
◎出席報告
山根健輔委員
出席者数

25(2)名

18(1)名

（

出席率 前回
修正率
75％
―

TEL045（846）5111・FAX045（846）5129

◎幹事／松村 壮⼀郎 ◎会報委員⻑／上杉 順⼀

第 2244 号 横浜港南ロータリークラブ会報
2022 年 8 月 17 日（水） 第 2488 回例会報告

会員数

045（848）1111

前月
平均率
84.5％

）内は出席免除会員

◎会長報告
佐々部宣宏会長
1. 今日は三年ぶりのガバナー公式訪問です。
ガバナー公式訪問を始めて経験される会員の方
も多いので宜しくお願い致します。
2．今日からロータリー財団のチャリティーボック
スを設置しました。当クラブはロータリー財団の
寄付額が地区目標に達していなので、寄付への
協力をお願いします。

◎幹事報告
松村壮一郎幹事
1．８月５日（金）１２：３０から港南 RC 例会（せん
ざん港南台）に会長・幹事で訪問しました。
2．クラブ青少年奉仕委員長会議が
８月１９日（金）１５：００〜１７：００HOTEL PLUMM
（ホテルプラム）３F で行われます。
青柳青少年奉仕委員長が出席します。
3．次回理事会は、９月５日（月）１８：３０〜
上大岡オフィスタワー２階会議室で行います。
4．８月３１日（水）の例会は定款第５条第１節に
より休会です。ご注意ください。
◎委員会報告
研修委員会
大井和子委員
本日は、ロータリーの友８月号のご紹介をいたし
ます。８月は会員増強・新クラブ結成推進月間と
いうことで、「多様性のあるクラブづくりへ女性会
員を増強しよう」とうテーマで特集が組まれてい
ます。その特集の内容をご紹介いたします。
内容は以前もご紹介したことがありますが、２０
２１年１２月から２０２２年２月にかけて実施され
た、１１１５人から回答が寄せられたアンケートの
意見の紹介です。これを手掛かりに各クラブで考
えてほしいというものです。アンケート意見のご
紹介は前回もしましたので、今回は省略しますが、
多様な意見が見られます。
世界の女性会員比率でも見ると、ケニアは
53％、カナダは 36％、アメリカは 34％が上位 3 か
国です。日本はというと 7.3％と 219 か国中 217
位です。この結果を見て、私はそうだろうなと素
直に納得します。驚くような結果ではないからで

す。女性管理職比率の国際比較を見るとアメリカ
43.6％、スウェーデン 39.5％、フランスは 31.7％を
占めます。アジアの中でもフィリピン 46.6％、シン
ガポール 34％となっている中、日本はわずか
12.5％なので、さもありなんと思うわけです。なぜ、
女性管理職の割合が低いのか、皆さんの会社で
はいかがでしょうか。また女性管理職が増えたら
いいなと思っている方は果たしてどのくらい、いら
っしゃるでしょうか。
女性会員増強に話を戻しますが、いつも違和
感を感じるのは、会員増強と女性会員獲得がセ
ットで語られていることです。会員増強のために
女性でもいいから増やせと言われている気がす
るというのは、ひねくれた見方でしょうか。会員増
強がこれほどまで強調されていなければ、女性
会員の獲得も強調されないと思うのは私だけで
しょうか。
女性会員を増やしたいということに関して、各ク
ラブで策を考えるのはもちろん必要なことですが、
例えば、地区としてより具体的な方針を出すとい
うことも必要なのではないでしょうか。たとえば、
アンケートの中にもありましたが、女性管理職登
用の目安のように、地区委員への女性の登用の
目標比率を掲げるということもあると思います。
そのためには、各クラブで女性会員にこだわらず、
ロータリーの理解を深めるための教育プログラム
策定から始まり、キャリアプランのような形を作り
その仕組みを作ることで、多くの会員の能力開発
が可能になると思います。女性会員にこだわるな
ら、志村ガバナーの職場はほとんど女性で占め
られ、利用者として接するのも女性が多いのでは
ないかと思いますので、ガバナーは女性の心理
についてはご理解が深いことと思います。ぜひ、
その知見を基に私たちに女性会員増強に向けて
ご教示くださいますよう、お願い申し上げます。
最後に、ロータリーの友編集委員会は３３名い
らっしゃいますが、この中で女性はたった１人で
す。編集委員会で議論を尽くされていることと思
いますが、この男女比率を見ると、残念です。
アンケートの結果紹介以上の突っ込んだ記事を
期待したいのですが、難しいのかもしれません。
まずは、各クラブで新会員獲得についての議論
をすることが必要なのではないかと思い、佐々部
会長にご提案し、話を終わります。

社会奉仕委員会

海野俊彦委員

恒例の大岡川とうろう流しが３年振りに開催出来
ました。事前、当日の応援ありがとうございます。
約４００灯のとうろう流しが出来ました。
親睦委員会報告
宮島史裕委員長
夜間例会の件
９月２８日（水）１８：３０〜上大岡京急デパート３Ｆ
レストラン「ル・パン」 会費１人/￥10,000当日、現地で集金いたします。
米山梅吉記念館 日帰り訪問の件
１０月１２日（水）
上大岡駅前交番
８：００出発
港南台駅旧高島屋裏 ８：２０出発
三島「松韻」 昼食
三嶋大社 参拝
港南台駅旧高島屋裏 １７：１０着
上大岡駅前交番
１７：３０着
◎志村ガバナー紹介

佐藤佳一第５G ガバナー補佐
１９７２：慶應義塾大学卒
１９７９：白山幼稚園園長就任
１９８１：学校法人志村学園理事長就任
２０１１：川﨑日吉ＲＣ入会（のち合併により川﨑
南ＲＣ）
２００４-０５：第１G ガバナー補佐
２０１１-１３：地区Ｒ財団委員長

第 2590 地区ガバナー志村雄治様公式訪問報告
宮下賢会員

【ロータリー財団の寄付目標】
〇年次基金寄付 150ＵＳドル／人以上
〇恒久基金寄付（ベネファクター1,000ＵＳドル／人）
〇ポリオ・プラスへの寄付 30ＵＳドル／人以上
【ロータリー米山記念奨学事業への寄付目標】
〇普通寄付 5,000 円／人以上
〇特別寄付 20,000 円／人以上
６．公共イメージとロータリーの認知度の向上を
図りましょう。
７．会員交流会（新人・職業等）を開催しましょう。
８．マイロータリーの登録率を向上させましょう。
９．２０２２−２３年度ロータリー賞（ロータリークラ
ブ対象）に挑戦しましょう。
※パワーポイントによるプレゼンテーションをして
いただきましたが、紙面の都合上、抜粋し掲載さ
せていただきますことをご了承下さい。
詳細は当クラブ活動計画・「国際ロータリー
第 2590 地区」ホームページ等をご覧下さい。

左から松村幹事、佐々部会長、志村ガバナー、
佐藤ガバナー補佐、谷屋会員(川崎南 RC)

◎ニコニコボックス
青柳民朗委員
ガバナー 志村雄治様
本日はよろしくお願いいたします。貴クラブのま
すますのご発展を祈念いたします。

学校法人志村学園理事長白山幼稚園長、専門
学校・大学での非常勤講師そして幼稚園教育団
体での活動と非常にお忙しく過ごされている中、
趣味のＲＣ関係の記念切手、旅行先の地域の絵
が描かれたコップ、通行手形根付などを収集さ
れ、オリンピックマニアで６４年東京、９２年バル
セロナ、０８年北京を観戦、世界遺産にもはまっ
ていて、検定２級の資格も持つそうです。
２０２２-２３年度ガバナーテーマは「ロータリーの
再生」－新たな挑戦－です。
１．ロータリーの目的に沿った魅力あるクラブ創り
に取り組み、新たな挑戦をしましょう。
・充実したクラブ創りを目指しましょう。・戦略計画
／長期計画・新たなクラブ運営をめざしましょう。
・ロータリーの目的にある職業上の高い倫理観
（職業奉仕）とは、企業や組織のＣＳＲであり、
多様な会員とのつながりを築く機会を提供し、
ロータリーの大きな強みを生かしましょう。
・ロータリーの多様性・公平さ・インクルージョン
（ＤＥＩ）について理解。
２．会員基盤の充実と強化をしましょう。
３．青少年奉仕活動の充実に向けて新たな挑戦
をしましょう。
４．奉仕プロジェクトの充実を図りましょう。
５．ロータリー財団と米山記念奨学事業に対する
ご理解と寄付に協力しましょう。

かいち

ガバナー補佐 佐藤圭一様
本日もよろしくお願いします。
川崎南ＲＣ 谷屋利隆様
志村ガバナーのお伴で参りました。よろしくお願
いいたします。
佐々部会長
志村ガバナー、佐藤ガバナー補佐、川崎南ＲＣ
谷屋様、ようこそいらっしゃいました。
松村幹事
志村ガバナー様、佐藤ガバナー補佐様、川崎南
ＲＣ谷屋様、ようこそいらっしゃいました。
高栁会長エレクト
志村ガバナー、佐藤ガバナー補佐、ようこそいら
っしゃいました。
宮下副会長
ガバナー志村様、ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます。

淺井会員 福嶋会員
ガバナー志村様、ガバナー補佐佐藤様、川崎南
ＲＣ谷屋様ようこそいらっしゃいました。宜しくお
願いします。
海野会員
ガバナー公式訪問よろしくお願いします。
大井会員
第 2590 地区志村雄治ガバナーお暑い中、ようこ
そいらっしゃいました。
坂巻会員
ガバナー志村様、ガバナー補佐佐藤様、川崎南
ＲＣ谷屋様ようこそいらっしゃいました。ソヨンさん
お久しぶりです。
宮島秀晴会員
志村ガバナー宜しくお願い致します。
青柳会員、櫻井会員、宮島史裕会員、
山野井会員、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

34,000 円
181,000 円

佐々部会長、米山留学生チョ ソヨンさん

◎米山チャリティボックス
佐々部会長 淺井会員 海野会員 大井会員
坂巻会員 櫻井会員 高栁会員 宮下会員
宮島史裕会員
9名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
11,000 円
米山チャリティボックス累計

49,000 円

◎Ｒ財団
佐々部会長 天野会員 坂巻会員 宮下会員
4名
Ｒ財団本日合計
4,000 円
Ｒ財団累計

4,000 円

◎次週の予定
８月２４日（水）卓話：宮島史裕会員
◎会報

宮島史裕委員

