
 

第 2105 横浜港南ロータリークラブ週報 

2017．12．13．[水]  第 2333回例会報告 

 

◎司 会              西山俊雄ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング   『君が代』『奉仕の理想』 

◎ソングリーダー        横尾博之合唱委員 

◎ゲスト 第７グループガバナー補佐 半澤剛様 

        (横浜南央ロータリークラブ） 

◎出席報告           豊場建伍出席委員長 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 31(7)名 86.1% 80.0%  86.6% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

12/8 地区社会奉仕委員会         根本雄一会員 

前月１１月ホーム１００%出席者 

青柳民朗会員 阿曽輝彦会員 市川敏明会員 

海野俊彦会員 大井和子会員 大越雅也会員 

大橋三郎会員 小後摩重正会員 北見丈治会員 

西山俊雄会員 橋浦重己会員 樋口一樹会員 

福嶋昭会員 宮下賢会員 

１１月公式・メークアップ１００% 

     阿曽輝彦会員 大井和子会員 大越雅也会員 

    大橋三郎会員 北見丈治会員 櫻井富雄会員 

    佐々部宣宏会員 根本雄一会員 樋口一樹会員 

◎親睦委員会(今週のお祝) 根本雄一親睦委員 

＊会員入会記念日祝 市川敏明会員（１７日）  

＊配偶者誕生日祝 橋浦通子様（１６日） 

 ニコニコボックス本日合計  ３５，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ７７２，１００円 

◎米山チャリティボックス   

高栁良作米山記念奨学委員長 

天野憲二会員 大井和子会員 小後摩重正会員 

坂巻照代会員 佐々部宣宏会員 橋浦重己会員 

福嶋昭会員 宮下 賢会員   ８名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計  ８，０００円 

米山チャリティボックス累計  １０７，０００円    

 

◎会長報告            

  なし 

 

◎幹事報告              

①クリスマス家族例会 

１２月２０日（水） 時間 １８：３０～ 

場所 『横浜ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ』3F 

皆さん是非ご参加下さい。 

 

◎ 第７グループガバナー補佐 半澤剛様より 

先ずは半年のお礼にお伺いしました。有難うございま

す。事務連絡させて頂きます。 



・ 次年度の青少年交換留学生の世話クラブは順番で、

こちらのクラブになると思います。皆さんご協力下さ

い。 

・ 第７グループは５クラブありますが、グループによっ

てクラブ数に違いがある為、いろいろな役まわりにつ

いて差が出ます。これについて多くのクラブから意見

があり、ガバナーやパストガバナー、そしてガバナー

補佐会議でも話しました。その中でクラブ数を増やす

という意見が出ましたので、諮問委員会で検討致し

ます。 

・ 今回で３回目となりますが、第７グループの合同例

会を来年２月２０日に行う予定です。 

・ 来年３月１７日に IM を行います。テーマは『ともに植

えよう』です。千年希望の丘というものがあり、２５９０

地区で東北に５千本の植樹をすることをテーマにＩＭ

を検討しております。 

・ 社会奉仕委員会と公共イメージの委員会がタイアッ

プし、来年２月１０日『みなとみらい』でチャリティマラ

ソンを行います。２５９０地区全体でこのマラソンを盛

り上げていきたいと思います。 

  

◎委員会報告  

①親睦委員会               尾形達也委員長 

・ クリスマス家族例会 

１２月２０日 時間 １８：３０～ 

場所 『横浜ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ』３Ｆ 

会員２７名、夫人・ご家族２４名、お子様５名・ゲスト 

４名の参加予定です。本日締め切り。今後の取り消

しはキャンセル料が発生します。 

・ 新年夜間例会 

１月２４日  時間 １８：３０～ 

場所 『北京飯店』 

ご夫人(配偶者)は参加可能です。 

・ 第７グループ合同例会 

２月２０日 時間 １８：３０～ 

場所 『ローズホテル横浜』 

回覧しますので、ご参加お願いします。 

②社会奉仕委員会              瀧文博委員長 

１２月８日にチャリティマラソン大会の説明会に行っ

て来ました。２月１０日ハーフマラソンのリレーに出場

します。ハーフを最大１０名で分けて走ります。（最低

１．２５キロ）３チームを予定しております。米山チー

ムの他２チーム、８～１０人位を募ります。よろしくお

願いします。 

③ご協力のお願い               宮下賢会員 

 神奈川のご当地キャラクターに年賀状を送るという事

業です。港南区は根本建設さんにエントリーして頂き

ましたので、一枚でも多く出して頂きたいと思います。

トップ当選をすると、１名に景品があります。是非、ご

家族へご紹介下さい。 

④研修委員会               櫻井富雄委員長 

 私は次年度国際奉仕委員長なので、セブポートセン

ターＲＣのウオータープロジェクトへ行って来ました。 

１９日にはセブカントリーで友達コンペに出席。 

 ２０日はセブポートセンターＲＣの例会に出席し、ドネ

ーションを会長へお渡ししました。 

昨年はロータープラスト（三ツ口の手術）を見学しまし

たが、毎年アメリカから医師団が来て、１００名ほど

の子供の手術をします。この記念としてＲＩからバッチ

が届いており、これを北見会長に渡して欲しいと預か

ってきました。今までセブでの事業について説明があ

りませんでしたが、日本の井戸とは違う形で、筒のよ

うなものが地上に出ていて、ポンプで吸い上げてタン

クに貯めて、そこから配給する形のものでした。山や

村の中でもやっているようですが、郊外でこの作業を

するにはお金がかかるので、先ずは井戸掘りを実際

に行った学校へ行きテープカットを行いました。 

⑤会場監督委員会             西山俊雄委員 

昼食のメニューに山形牛の『牛兵衛』を加えたいと思

いますがよろしいでしょうか。 

皆さんご承認有難うございます。それでは加えさせて

頂きます。 

 

◎『年次総会』            北見丈治会長 

横浜港南ロータリークラブ細則第４条第１節に基づき

まして、２０１7～１８年度年次総会を開催致します。 

当クラブ細則第３条第１節に基づきまして、総会の進行

は会長・北見が務めさせて頂きます。 

尚、議事がスムーズに進行致しますよう皆様のご協力

をお願い致します。 

本日の出席者数は３１名、当クラブ細則第４条第３節に

基づきまして定足数を満たしておりますので、本日の総



会が成立することを宣言致します。 

第１号議案 

２０１８～２０１９年度、次期役員指名及び 

承認を求める件について 

当クラブ細則第１条第１節に基づきまして、次期会長の

宮下会員から役員の指名をお願いします。 

《宮下次期会長》 

私より次期役員の発表をさせて頂きますので、ご検討

とご承認をお願い致します。 

   会   長    宮下  賢 

    幹   事    大井 和子 

   会長ｴﾚｸﾄ    根本 雄一 

   副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 

             橋浦 重己 

    会場監督    阿曽 輝彦 

   ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ     佐々部宣宏 

    親   睦    海野 俊彦 

   職業奉仕    尾形 達也 

   社会奉仕    高栁 良作 

   国際奉仕    櫻井 富雄 

   青少年奉仕   瀧  文博 

以上１１名が次年度の理事となります。 

   会員増強・会計 山田 哲也 

《北見丈治会長》 

異議のない場合は皆さん拍手でご承認をお願いしま

す。 

            ～会員一同拍手～ 

《北見丈治会長》 

以上、役員構成につきまして、ご賛同を頂き有難うござ

いました。 

尚、先日会長指名委員会により、会長ノミニーは根本

会員に決定したことを併せて発表致しました。 

《宮下賢次期会長》 

皆様ご承認ありがとうございました。次年度会長を務め

させて頂く宮下です。私の次の根本会長の時に当クラ

ブ５０周年のイベントを行うという事で、私には荷が重す

ぎるので、根本会員に替わって頂いた経緯がございま

すが、身の引き締まる思いで、会長職を務めさせて頂

こうと思っております。北見会長はあと半年ですが、今

年度いろいろな改革に取り組んで頂いております。そこ

で、今までにない風もいろいろな形で出てきていると思

います。特にライオンズクラブとの合同例会など、入会

してから考えたことはありませんでしたが、とても良い

事だと考えています。北見会長が行ってきたことで、残

すべきところはきちんと継承していきたいと思っていま

す。そして、私の次の年度が５０周年で半世紀です。歴

史あるクラブのいろいろなものを引き継ぎつつ、新しい

未来の１００年に向かって、どのようなことをやっていか

なければいけないのかを含めて、私のチームで次の世

代に続けるような事が出来たらと思っています。その一

つとして、まだ委員長の皆さんと会合を持っておりませ

んが、私は今までにも増して、体を使う事業が出来ると

良いと思っています。そして、より多くの会員の家族の

方に楽しんで頂けるようなことも是非取り組んでいきた

いと思います。一番大事なことは会員の増強です。会

員を増やしていかなければ事業そのものが成り立たな

い部分がありますので、皆さんと一緒に考えながら行

動していきたいと思います。皆様の絶大なるご協力を

賜りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

《根本雄一会長エレクト》 

５０周年の年に会長という大役を務めさせて頂きます。

先日もお話致しましたが、港南区も１０月１日が５０周年

の記念式典となります。事業年度は４月１日から始まっ

て、様々なイベントが開催されますが、私としては区役

所と足並みを揃える形にしたいと思います。例えば、

我々の記念式典に斉藤区長からご挨拶頂くというレベ

ルのものではなく、区政の中に溶け込んだ事業をやり

たいと思います。高森会員はトップの地位で区の５０周

年をされておりますので、相談して区役所と我々のクラ

ブというように揃えて何かやっていきたいと考えていま

す。５０年の重みのあるクラブなので、経験豊富な会員

の皆さんと頑張っていきたいと思いますのでご指導よろ

しくお願い致します。 

《橋浦重己次期副会長兼クラブ奉仕委員長》 

新しい会長・幹事を支えながら、皆で一致協力し、同じ

目標に向かって、同じように行動が出来るクラブにして

いきたいと思います。同じ思いでないと、何をしてもばら

ばらになってしまいます。一つの目標に向かって皆が

一致協力できるような体制づくりが出来るよう目指して

いきたいと思います。 

《阿曽輝彦次期会場監督委員長》 

私は入会して３８年になりますが、出席は１００%を続け

ています。皆さんも入会されたからには是非出席し、出



席率を向上させて頂きたいと思います。先ほど話があ

った山形牛の昼食について、クラブで検討して実現した

いと思います。 

《佐々部宣宏次期プログラム委員長》 

入会して３年経ちますが、はじめて理事をさせて頂きま

す。５０周年という事で、北見年度・宮下年度・根本年度

に向けて、橋浦さんが言われたように、クラブ一丸とな

って、次年度・次次年度と支えていきたいと思っており

ます。 

《海野俊彦次期親睦委員長》 

親睦という言葉の通り、親睦が図れるように頑張ってい

きたいと思います。京急電鉄は来年１２０周年なので、

『三浦を知る』『横浜を知る』、このテーマで企画してい

きたいと思います。 

《北見丈治会長》 

皆様有難うございました。これで年次総会を終了します。

皆さんご協力有難うございました。 

 

◎ ニコニコボックス      根本雄一親睦委員 

第７グループガバナー補佐 半澤剛様 

  年末のご挨拶に参りました。今年度前半のお付き合

いに感謝しております。 

大越雅也幹事 

  第７グループガバナー補佐半澤剛様ようこそいらっ

しゃいました。 

橋浦重己会員 

  国際ロータリー第２５９０地区第７グループガバナー

補佐半澤剛様ようこそいらっしゃいました。 

  林田さんお餅つきではお世話になり有難うございま

した。 

  八木先生いろいろとご協力有難うございました。 

夫人誕生日祝を頂きまして有難うございました。私

からのプレゼントだと言っておきます。 

市川敏明会員 

  平成２９年の当会場の例会は最終日ですね。１年の

経過がなんと早い事でしょうか。 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございました。

３６回目になります。 

天野憲二会員 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございまし

た。 

櫻井富雄会員 

  先週の例会はセブポートセンターRC から小池様が

いらしていたにもかかわらず、インフルエンザでお

休みしました。先月セブに行きましたので、報告致し

ます。 

宮下賢会員 

  半澤ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

港南区代表のねもケンに年賀状を出して下さい。 

坂巻照代会員 

  半澤ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

来週楽しみです。親睦委員の皆さんお疲れ様です。 

海野俊彦会員 

  半澤ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

  インフルエンザはやっています。ご注意ください。 

民谷佳子会員 

  半澤ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

  本日早退させて頂きます。ニガニガです。 

細井順子会員 

  インフルエンザ流行しています。息子の学校も学級

閉鎖になりました。体調に留意して年末年始を過ご

していきたいです。 

西山俊雄会員 

  本日は年次総会です。ご協力よろしく。 

高栁良作会員 

  １２月１８日に現在の事務所が入っているビルの隣

のビルに移転します。電話・ＦＡＸ・メールは変わりま

せん。よろしくお願いします。 

高森政雄会員 

  本年、この会場での例会は最後です。お世話になり

ました。 

大井和子会員 

  半澤ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

来週のクリスマス家族例会には娘二人も参加させ

て頂きます。宜しくお願い致します。 

佐々部宣宏会員 

  半澤ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

福嶋昭会員 根本雄一会員 青柳民朗会員 

  半澤ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

◎次週の予定 

１２月２０日(水) １８：３０～ クリスマス家族例会 

            『横浜ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ』3F 

◎会報               天野憲二会報委員 


