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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

会員数

出席者数

25(2)名

19(1)名

（

阿曽輝彦委員
「四つのテスト」
PC にて
なし
なし
山根健輔委員
出席率 前回
修正率
79.2％
―

前月
平均率
77.1％

）内は出席免除会員

◎会長報告

TEL045（846）5111・FAX045（846）5129

◎幹事／松村 壮⼀郎 ◎会報委員⻑／上杉 順⼀

第 2252 号 横浜港南ロータリークラブ会報
2022 年 10 月 19 日（水） 第 2496 回例会報告
◎司 会
◎ロータリーソング
◎ソングリーダー
◎ゲスト
◎ビジター
◎出席報告

045（848）1111

佐々部宣宏会長

今日は松村幹事が仕事の都合で欠席なので、
幹事報告も兼ねさせていただきます。
1．１０月１１日に次々年度の会長指名委員会が
開催されました。青柳民朗会員が満場一致で会
長に指名されましたので報告致します。指名委
員は根本会員、平山会員、大井会員、高栁会員、
國光会員、青柳会員、宮下会員、佐々部です。

2．１０月１２日、沼津市長泉町の米山梅吉記念
館を訪問しました。担当の宮島史裕親睦委員長、
またバスを手配して頂いた宮島秀晴会員ありが
とございました。
3．１０月１６日の日曜日、聖光学院中学高等学
校でＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研修パート
Ⅱ）が３年ぶりに対面で行われました。当クラブ
からは私と高栁会長エレクトが参加しましたので、
簡単に内容を報告致します。
小人数で６つセッションについてディスカッション
を行いました。
（1）戦略計画とクラブの分析
（2）会員を勧誘する
（3）チーム作りとクラブコミュニケーション
（4）米山記念事業
（5）ロータリー財団-目標とする奉仕
（6）強いクラブを作る
各セッションとも時間は１時間、リーダーの進行
で参加者が自クラブの現状を発言したり、質疑応
答を行いました。知識を習得するのではなく、情
報交換の場といった方が適当かもしれません。
*例会についてはハイブリッド（リアルと ZOOM）
の併用を行っているクラブは８割以上でした。
*例会時のドレスコードについて聞いたところ、当
クラブのようにジャケット・ネクタイ着用と決まって
いる所は他に１クラブのみで、他人を不愉快にさ
せない服装ならばよいという事でした。現場から
駆け付けるときは作業服ＯＫ、仕事の時の服装
は当然ＯＫですが、ほとんどの人はスーツで参加
しているとの事でした。
*会員拡大について４０歳未満の会員は半額とい

うクラブもありました。（４０歳以降は同額となる）
その他に色々と新しい試みをされている部分に
ついて勉強になりました。
ＲＬＩパートⅢが１２月に開催されますので、クラブ
内だけでは得られないような情報や人脈が出来
ます。またロータリーの楽しさを知るきっかけにな
ると思いますので、多くの会員の参加をお願いし
ます。
◎委員会報告
ロータリー財団委員会

宮下賢委員長

地区ロータリー財団セミナーに参加しましたので
報告します。
日時：２０２２年１０月１３日 15：00〜17：30
場所：ソシア２１
志村ガバナーの挨拶から始まり、・財団の概要・
補助金の分配と使われ方・地区補助金とグロー
バル補助金について・奨学金制度・学友活動に
ついて・ロータリー平和センタープログラム・資金
管理委員会の役割・ポリオの現状・寄付のお願
い・ポールハリスソサエティについて、と多岐にわ
たり概要説明をうけました。そのなかで、２点お
話をします。
まずは地区補助金についてです。当クラブでは、
次年度の地区補助金を使い奉仕プロジェクトを
実行しようと考えています。地区補助金は申請の
条件は、予算上限：３０００USD でプロジェクト総
額の２０％以上はクラブ負担すること。例えばプ
ロジェクト総額が３０万円だとするとクラブ負担は
６万円以上、補助金は２４万円未満ということに
なります。内容の制約は原則ありませんが、単年
度限りの補助となります。
申請条件２つです。
① １２月開催予定のロータリー財団補助金管理
セミナーへの出席
② MOU（覚書の締結）
と MUST 条件ではありませんが、年次基金寄付
１５０USD／人以上が達成されているかを考慮す
るとあります。２０２３年３月申請期限です。

そこで２点目はクラブ内で行っている財団への寄
付をお願いします。ニコニコや米山は、皆さんの
理解が深まってきていますが、財団への寄付は
伸び悩んでいます。R I の大きなテーマに「世界で
よいことをしよう」があります、これを実行できる
のは財団で集めている皆さんからの寄付です、
会費の中で年次基金の１５０USD をお願いしてい
ますが、すべての方が納めることができるわけで
はありません、例会時にお願いする寄付は小額
から始められますので是非ご協力をお願いしま
す。この補助金については、１１月１６日地区補
助金副委員長の當麻様の卓話を予定しています
ので、その時に詳しく勉強してください。
広報委員会から
宮下賢委員長
ロータリーの友１０月号 P３８「子供達への約束」
１９７８-７９年度 R I の会長のクレム・レヌーフ氏
は、天然痘の根絶に関する雑誌記事を目にしま
した。そこで、ロータリーの新しい「保健、飢餓追
放および人間性尊重（3H）補助金」を使って他の
疾病を根絶できないだろうかと考えポリオ根絶に
目を向けるようになったそうです。１２２カ国２０億
人を超える子供達がワクチン接種を受け、
９９.９％まで減らすことができ、撲滅まであと一歩
のところまで来ました。アフガニスタン・パキンス
タンを除いて患者は発生していない状況だそうで
す。しかし、イギリスやアメリカでもウィルスは発
見され、ワクチン接種は現在でも重要な事となっ
ているようです。１０月２４日は世界ポリオデーで
す。２５９０地区でも桜木町駅前でイベントを企画
していますので、ポリオ DAY の T シャツを購入の
上参加してください。
親睦委員会

宮島史裕委員長

阿曽会員の入会祝いと天野会員の配偶者誕生
祝いです。

◎イニシエーションスピーチ

宮島秀晴会員

◎ニコニコボックス
宮島史裕委員
佐々部会長 青柳会員 上杉会員 海野会員
福嶋会員
宮島秀晴会員の卓話楽しみにしています。
阿曽会員
入会祝いをありがとうございました。
天野会員
配偶者誕生祝いをありがとうございました。

「運送業&観光バス業の今後について+α」
生業にしています、運輸、観光バス業の現状と
今後について少しお話しさせていただきます。
弊社は、運輸部、海上コンテナ部、観光バス部
の三本柱で、経営しています。
①運輸部 コロナ中は、巣籠もり需要も合間って、
前年対比若干下落、今年になり燃料の急高騰し、
荷量も減少し、悪化の一途をたどっています。
②海上コンテナ事業は、中国の０コロナ対策や、
ウクライナロシアの問題で、コンテナ船の動向が
不規則になり、また、中国の巣籠もり需要による
コンテナ船買い占めをされ、船賃が２倍に上がっ
てしまい、日本が船を買い負けてしまっています。
よって、横浜港にコンテナ船が激減しています。
③観光バス業は、ご存じの通り大ダメージを受
けました。コロナ感染者が減れば、予約が入り、
感染者が増えたらキャンセルの繰り返しで、数
字の予想がなかなかたてられないのが現状で
す。
④コロナ禍の中、自動車関係の仕事しかない弊
社は、今後の事を考えると車以外の新規事業を
考えなければと思い、ｅラーニングの資格取得
講座(屋号:パシスト)を今年に６月からスタートし
ました。
また、
⑤事業再構築補助金の申請に合格した、中華
蒸しパン専門店『ちーさん家のマーラーカオ』を
今年１１月１日にオープンする運びになりまし
た！
この様に新しい事業をスタートし新たな弊社の
柱に育てて行きたいと思っています！！
ご清聴ありがとうございました。

大井会員
先週の研修旅行は欠席し、申し訳ありませんで
した。今日の卓話聞けずに残念です。
坂巻会員
先日の米山記念館訪問、とても有意義でした。
宮島様ありがとうございました。
宮島秀晴会員
４年ぶりの卓話で緊張しておりますが、宜しくお
願い致します。
根本会員 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

16,000 円
297,000 円

◎米山チャリティボックス
宮島史裕委員
佐々部会長 青柳会員 上杉会員 大井会員
坂巻会員 宮下会員 宮島史裕会員
7名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
7,000 円
米山チャリティボックス累計

96,000 円

◎Ｒ財団
宮島史裕委員
佐々部会長 大井会員 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

32,000 円

◎次週の予定：１０月２６日（水）
卓話者：米山留学生チョ ソヨンさん
◎会報

國光一平委員

