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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

阿曽輝彦委員
「四つのテスト」
PC にて
やすよし

◎ゲスト
◎ビジター
◎出席報告

横浜南ＲＣ 木村泰善様
米山留学生 チョ ソヨンさん
なし
山根健輔委員

会員数

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 2245 号 横浜港南ロータリークラブ会報
2022 年 8 月 24 日（水） 第 2489 回例会報告
◎司 会
◎ロータリーソング
◎ソングリーダー

045（848）1111

前月
平均率
84.5％

２．松村幹事の職場で発熱者が出たので、大事
を取って松村幹事は欠席です。まだまだコロナの
感染が続いていますので、通常の例会が続けら
れるように、健康管理には十分に配慮をお願い
します。
３．９月１１日の米山奨学生の研修バスツアーに
高柳会長エレクトがソヨンさんと参加することにな
りました。本来は私が参加したかったのですが、
所用でどうしても参加できません。研修の最後に
はメロン狩りもありますので、楽しんで来てくださ
い。
◎幹事報告
幹事代行：高栁会長エレクト
８月３１日は休会で、９月５日が理事会です。

）内は出席免除会員

◎会長報告
佐々部宣宏会長
１．福嶋会員、天野会員、根本会員にロータリー
財団からポールハリスフェローの記念品が届き
ました。おめでとうございます。また会員の皆様
には引き続きロータリー財団へ寄付をお願い致
します。

福嶋会員、根本会員／天野会員は欠席

◎委員会報告
青少年奉仕委員会
青柳民朗委員長
「クラブ青少年奉仕委員長会議の出席報告」
・日時：2022 年 8 月 19 日（金） 15:00～17:00
・出席者：佐々部会長、松村幹事（以上 ZOOM）、
青少年奉仕委員長青柳
１．２０２３-２４年度ロータリー青少年交換学生募
集について
・公募による派遣学生の募集は当面の間見合わ
せ、交換人数は従前の 7 名から 2,3 名に減少。
・派遣生の保護者は、来日学生のホストファミリ
ーを全期間（約 11 か月間）受け入れる。
・応募資格は、 横浜市、川崎市に在住かつ在
学の日本国籍を有する応募時年齢 15 歳以上 17
歳以下の高校 1・2 年生で、インターアクト認定校
の在籍者、または、国際ロータリー第 2590 地区

ロータリークラブ会員の 2 親等以内の親族。
・応募期間：
2022 年 8 月 29 日（月）～9 月 30 日（金）
・詳細は応募要項をご覧ください。
２．RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラ
ム）について
・今年度は 1 泊 2 日で開催予定。
・テーマ：「RYLA を通して変革の時代のリーダー
シップを考える」
・プログラムは 10 月中旬までに決定し、11 月の
地区大会で募集開始。
・各クラブから最低 1 名の参加を要望。
◎イニシエーションスピーチ

宮島史裕会員

・一人の子供の治療は、口の内部（歯茎のあた
り）と、口の外部（唇）、との 2 回の手術で 2 ヶ年
必要とする。
・2 回の治療で、一人当たり約１，０００＄（約 13
万円） かかる。
・米国からの医療チームは、毎年ボランティアで
来てもらっている。20 名くらい。
・ただし旅費・滞在費・食費、等は、セブポートセ
ンターＲＣが賄っている。
推定ですが総額で 500～600 万円掛かっている
かと・・・。当、横浜港南クラブは毎年 10 万円をこ
の事業に寄付している
・セブポートセンターＲＣは、このような費用は、
お金持ちが負担すればよい、としてクラブ全員
の平等な負担では無く払える人が負担する。
私はこの事業を知ったときに非常に感銘を受け、
これからもこの事業を興味深く見守っていこうと
思っております。

「ロータプラスト事業」

◎ニコニコボックス

青柳民朗委員

・ロータプラスト事業とは、現地フィリピンの経済
的弱者の子供たちのため、口唇口蓋裂（こうしん
こうがいれつ）いわゆる三ツ口の整形治療を
セブポートセンターロータリークラブが米国から
医者・看護師を呼んで、子供たちに無償で治療
をする事業。
・今年で、20 年目くらい継続している。
・今まで治療した子供の数は、1800 人位。
・世界のロータリークラブの医療事業で、ここま
で続いているのは、アフリカの事業と、このセブ
ポートセンターＲＣの事業だけとの事。
・毎年 70 人程度の患者（子供）がフィリピン全土
から集まり、1 週間程度入院滞在する。その施
設は、立派な病院の屋上等に建てられた仮設
宿舎のような建物で行われている。
・主催している中心人物は、パストガバナーであ
り地元の海運業を営んでいるアントニオ・R・フロ
ーレンド（通称アントン氏）である。

やすよし

ゲスト 横浜南ＲＣ 木村泰善様
ニコニコに協力してください。
佐々部会長
横浜南ＲＣ木村様、米山奨学生チョ ソヨンさん、
ようこそいらっしゃいました。例会を楽しんで下さ
い。
高栁会長エレクト
事務所開きから９年目を迎えました。ありがとうご
ざいます。本日の卓話者様のお話を楽しみにし
ています。
宮下副会長
宮島さんの卓話楽しみにしています。

青柳会員 上杉会員 櫻井会員 根本会員
平山会員 福嶋会員 山野井会員 横尾会員
宮島史裕会員の卓話、楽しみにしています。
海野会員
宮島史裕会員、卓話楽しみにしています。
チョ ソヨンさんようこそ。
大井会員
横浜南ＲＣ木村様、ソヨン様ようこそいらっしゃい
ました。コロナはなかなか収まらず。今日も出か
ける直前、０歳児の家庭から全員陽性の連絡が
入りました。本日の卓話者様のお話を楽しみにし
ています。
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

１6,000 円
197,000 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
大井和子委員
佐々部会長 青柳会員 上杉会員 大井会員
平山会員 宮島史裕会員
6名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

6,000 円

米山チャリティボックス累計

55,000 円

◎Ｒ財団
大井和子委員
佐々部会長 大井会員 高栁会員 宮下会員
4名
Ｒ財団本日合計

4,000 円

Ｒ財団累計

8,000 円

◎次週の予定：８月３１日（水）休会
◎会報

上杉順一委員長

