
 

第 2118 横浜港南ロータリークラブ週報 
2018．4．4．[水]  第 2346回例会報告 
 
◎司 会             海野俊彦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       笠原孝雄合唱委員 
 
◎出席報告            山田哲也出席委員 
会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

35(6)名 30(6)名 85.8% 80.0%  87.0% 

（  ）内は出席免除会員数 

メークアップ 

4/3  川崎宮前ロータリークラブ   佐々部宣宏会員   

公式出席 

3/14 ロータリー財団委員会     北見丈治会員 

3/17 第６・第７・第８地区ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ  

根本雄一会員 

4/1  地区研修協議会   

青柳民朗会員 大井和子会員 尾形達也会員 

    笠原孝雄会員 櫻井富雄会員 佐々部宣宏会員 

瀧文博会員 高栁良作会員 西山俊雄会員 

橋浦重己会員 山田哲也会員 宮 下 賢 会 員 

 

前月ホーム出席１００％ 

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 大橋三郎会員 

小後摩重正会員 樋口一樹会員 橋浦重己会員 

山野井正郎会員 横尾博之会員 宮下賢会員 

 

◎親睦委員会(今週のお祝) 大井和子親睦委員 
＊会 員 誕 生 日 祝        福嶋昭会員（５日) 

＊会 員 記 念 日 祝       高森政雄会員(１０日) 

                       大井和子会員 

＊会員入会記念日祝        福嶋昭会員(５日) 

＊配 偶 者 誕 生 日       大越久仁子様 

 ニコニコボックス本日合計 ２８，０００円 

ニコニコボックス 累 計 １，１１８，１００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 
小後摩重正会員 坂巻照代会員 佐々部宣宏会員 

高栁良作会員  民谷佳子会員 橋浦重己会員 

宮下賢会員   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 １５３，０００円    

 
◎会長報告            
①神奈川銀行の樋口会員がご栄転になりましたので、

後任の飯島上大岡支店長がいらしています。 

  飯島新会員の委員会所属は樋口会員を引き継いで

頂き、親睦委員会と会員増強委員会となります。 

  会員増強委員長は海野副委員長に兼務して頂きま

す。 

②私が会長としての例会は今日を含めてあと１１回とな

りました。来週からカウントダウンをさせて頂きます。 

③先週の夜間例会は欠席し失礼しました。星野さんを

送る会に献花に来られた一般客は２７８０名(球団発

表)ということでした。 



④今日の神奈川新聞１９面に熊本城天守閣は仮設屋

根が取れて、今月中にしゃちほこが設置される記事

が掲載されており、復旧の状況を見に来て欲しいと

書かれていました。 

⑤私が以前カウンセラーをしていた、元米山奨学生の

宋さんが帝京大学宇都宮キャンパスで講師になるの

で、ご家族で宇都宮に転居したという連絡がありまし

た。 

 

◎幹事報告 

①４月２日理事会がありました。 

・青少年奉仕委員会より、４月４日の説明会で受け入れ

が決まります。学校については南高校に相談する予

定です。 

②グローバル奨学生の竹内さんからお手紙を頂きまし

た。今年の４月で中学校教員を辞めて、立命館大学

の語学講師として勤めるため、今大阪にいるとお手

紙を頂きました。折を見て例会に伺いたいということ

でした。 

 
◎ 樋口一樹会員からご挨拶 
平成２６年１０月に横浜港南ＲＣに加入させて頂き３

年半お世話になりました。この３年半は今迄で一番

長かったと思います。今まで本当に有難うございまし

た。今後は私の同期の飯島支店長を宜しくお願い致

します。 

『飯島上大岡支店長』 

神奈川銀行上大岡支店に配属なりました飯島と申し

ます。支店長としては４店舗目となりますが、ロータリ

ーは初めてです。皆様にご指導頂きながら覚えてい

きたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

◎委員会報告  
①プログラム委員会           阿曽輝彦委員長 

  ４月１１日(水) ショコラボ 伊藤紀幸様  

     １８日(水) 山野井正郎会員 

     ２５日(水) １８：３０～ 根本雄一会員 

『リヴァージュ』 

５月 ２日(水)  休会 

    ９日(水)  海野俊彦会員 

   １６日(水)  小後摩重正会員 

   ２３日(水)  18：00集合 夜間移動例会 屋形船 

   ３０日(水)  細井順子会員 

６月 ６日(水)  宮下賢会員 

   １３日(水)  福嶋昭会員 

   ２０日(水)  18：30～ 最終例会 

『ロイヤルパークホテル』 

２７日(水)  休会 

 

②社会奉仕委員会            根本雄一委員長 

海の見える植樹祭 

４月２１日（土） 集合場所 仙台駅  時間 １１：５０ 

仙台駅から観光バスで岩沼市千年希望の丘へ行き

植樹祭を行います。是非ご参加お願いします。 

③新旧委員長の引継ぎ       大井和子次期幹事 

４月９日(月)  時間 １８：３０～ 

場所 オフィスタワー２階管理組合会議室 

皆様出席よろしくお願いします。 

③活動計画書アンケート      宮下次期会長 

  ２０１８～１９年度活動計画書について、アンケートを

行います。例会終了後大塚さんへお渡し下さい。 

 
◎『地区協議会報告』       宮下次期会長 

 

４月３０日（日）聖光学院にて、１２時半から地区研修

協議会プログラムが行われました。当日の参加者は 

宮下・大井次期幹事・橋浦次期クラブ奉仕委員長 

山田次期拡大増強委員長・尾形次期職業奉仕委員長 

高栁次期社会奉仕委員長・櫻井次期国際奉仕委員長 

瀧次期青少年奉仕委員長・笠原次期Ｒ財団委員長 

西山次期ロータリー米山記念奨学委員長 

新会員として青柳会員、計１１名に出席して頂きまし

た。 

本会議は湯川ガバナーの点鐘ではじまり、『奉仕の理

想』を斉唱し、金子ガバナーエレクトの次年度方針につ

いてお話を頂きました。第２６５０地区パストガバナーの

刀根様から『ロータリーの変化と未来像 ロータリーの

奉仕の本質を求めて』という題で基調講演を頂きまし

た。 

 その後、各分科会に分かれ私は会長部門の研修を受

けました。 

RI会長テーマと地区方針として、金子エレクト。  

クラブ会長とリーダーシップとして、湯川ガバナー。 

２０１８～１９地区予算について、服部地区財務委員長。 

ポリオ撲滅と人道奉仕について、高良パストガバナー。 

ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟについて、北瀬Ｒ財団奨学金委員長。 

戦略計画について、高良パストガバナー。 

クラブ活性化について、奥山次期ガバナー補佐。 

RI会長テーマと地区方針は金子会長エレクト。 

 次年度RIテーマは『インスピレーションになろう』です。

この次期テーマの解釈は、課題に立ち向かう意欲を引

き出し、みんなを鼓舞し、みんなの励ましになろう 

インスピレーションをネットで調べると、『直感からのきら



めき、瞬間的に浮かぶ思いつき』という意味です。語源

はラテン語で、『息を吹き込まれたもの』という意味の言

葉。その意味から、『霊感』や『閃き（ひらめき）という意

味になりました。『霊感』は霊や神様・仏様などを感じた

り反応したりすることです。吹き込まれたかのように心

にふと感じる、その不思議な感覚のことを指します。 

英語辞書で調べると、霊感、インスピレーション、霊

感による着想、天来の妙想、（急にわいた）うまい思い

つき、鼓吹、鼓舞、激励、鼓舞させる人、激励となる人。 

例題として載っていたのは 

The captain was a constant inspiration to us 

（キャプテンは絶えず我々を奮い立たせた）これが意味

で言うと近いと思います。地区としての解釈は、過大に

立ち向かう意欲を引き出し、皆を鼓舞し、皆の励ましに

なろう。これが RIテーマの解釈です。 

ラシン次期会長は国際協議会において『何か大きな

ことに挑戦しようというインスピレーションを、クラブやほ

かのロータリアンに与えて下さい。自分よりも長く、後世

にも生き続けるものを生み出すために、行動を起こす

意欲を引き出して頂きたいのです』と話されたそうです。

このことを踏まえ第２５９０地区次期方針は、  

『それぞれが輝くロータリー』として、サブテーマを 

『自らの行動でクラブの可能性を広げよう』としました。

行動指針としては、 

① 魅力あるロータリークラブ創りに向けて変革に取り

組みます  

② 研修の拡充と各会合や事業への積極的参加 

③ 会員増強とクラブ拡大 当クラブ目標は純増１名 

④ 公共イメージと認知度の拡大  

⑤ ＲＣ財団に対する理解と寄付のお願い  

1人当たり目標 120 US ドル以上 

⑥ ＲＣ米山記念奨学生事業への理解と寄付のお願い 

⑦ 1人当たりの目標 5,000円以上  

⑧ ＲＣ対象のロータリー賞に挑戦 

この８項目を示されました。 

 今回の研修で、国際ロータリー方針 『インスピレーシ

ョンになろう』 地区方針 『それぞれが輝くロータリー 

自らの行動でクラブの可能性を広げよう』という説明を

されました。横浜港南ロータリークラブ次年度をどのよ

うに運営していくのかは、本日夕方から次年度チーム

の理事会でいろいろ協議をさせて頂こうと思っています。

事前に理事の方々には自分の想いをお伝えしました。 

 次年度の活動を考えようとしたときに思ったことは、自

分が横浜港南ロータリークラブに愛着があるのか。  

ロータリークラブって何？知り合いを勧誘しようと思った

時、自信を持って一緒に活動しようという何かがないよ

うに思いました。ですから、会長としての振る舞いでは

ないかもしれませんが、自分自身が自クラブのことや、

ロータリーのことを少しでも好きになりたいと思います。

自分自身の１年間の活動(決定)基準として3つ考えまし

た。 

① 自分たちが出来ることは、自分たちでやってみよう

(まず体験できることはやってみる)  

② 会員の方々が行っている(奉仕)活動を聞いてみよ

う(まず聞いてみよう) 

③ 友達に話せる活動を、お金だけでなく、体も使って

はじめてみよう(行動しよう)  

このように思います。特に何かを改革したいとか大それ

た気持ちは持っていないので、具体的な活動内容は各

委員長にお任せしたいと思っていますので、よろしくお

願いします。  

そのような中で、皆様にお願いしたいことがあります。

①本日お渡ししたアンケートにご協力下さい。 

例会終了後までにご記入頂き、大塚さんにお渡しく

ださい。 

②クラブ活動計画書を極力自分たちで作成したいと思

いますので会員の皆様のご協力を別途お願いする

次第です。 

次年度ぜひ皆様のご協力をお願い致します。 

《大井和子次期幹事》 

幹事部門の研修で一番印象に残っているのは会員増

強です。地区方針として会員数５０名以下のクラブは１

人純増。５０名以上のクラブは２人純増が目標です。２

５９０地区の過去２０年をみると１９９３～９４年度は会

員数３１５５名でしたが、２０１６～１７年度の会員数は２

０４７名まで落ち込み３５％減少しています。景気の不

況を受けて落ち込むことがありますが、問題なのは不

況の時会員が減って、景気が回復してもその退会した

会員は戻ってこないのです。戻って来たいところであれ

ば戻って来るのではないか。それぞれが考えなければ

いけない事があるのだと思います。 

例えば、一年間で５１名を増強した高崎ＲＣ。７年間

で会員数を３倍にした大宮西ＲＣの事例で、会員の増

強に関して、会長の本気度が問われると強調していた

ように思います。当然会長一人が増強を図るのではな

く、ひとり一人の会員が努力しなければなりません。こ



の二つのＲＣでは毎月会員増強会議を行いました。あ

るいは会長が毎回の例会で会員増強の話をする。ビジ

ネスをタブー視しない。会員間の事業増による利益の

増大を図ることを容認する。３０代～４０代をターゲット

にする。親睦の機会を多種多彩にする。このような柱で

会員増強を図って来たようです。当クラブとしても会員

増強について更に進めて行かないといけないと思いま

した。印象に残ったのは、『もしあなたが新会員候補者

だったら、あなたは自分のクラブを選びますか』この問

いかけに自分が新会員候補者だったら、自分のクラブ

を選ぶでしょうか。 これが会員増強を考える前に、一

人ひとりに考えて欲しいという事でした。他にお金のこ

とや年間の流れ、補助金について話がありました。ダイ

ナース版ロータリーカードの加入のお願いがあり、事務

局の光熱費や移動例会の費用等の支払いに使えるの

で、是非クラブカードを使って欲しいということでした。カ

ードを使うとポリオ撲滅運動への協力が自動的に行わ

れますので検討してもよろしいかと思います。 

《橋浦次期クラブ奉仕委員長》 

新会員を増やすという事で地区の事例を伺いました。

今年大きく変わったのは、クラブ奉仕単独でなくて、クラ

ブ奉仕・広報・公共イメージ向上・拡大増強・研修の委

員会の方たちが一同になって、同じところで同じ話を聞

くところが以前と大きく変わりました。会員の増強につ

いて、大井会員が話された他地区の事例を参考に是非

会員を増やして頂きたいという事が大きなことでした。

その他、クラブの管理・運営について話がありましたが、

今後時間がある時に少しずつお話出来れば良いと思

います。 

 

◎ニコニコボックス         瀧文博親睦委員 
北見丈治会長 

  今シーズンのプロ野球は先日開幕しました。開幕３

連戦は読売相手に１勝２敗と負け越してしまいました

が、今日から横浜で２連戦、気持ちも新たに連勝して

京セラドーム。そして、甲子園へ帰ろう。 

大越雅也幹事 

  神奈川銀行飯島様ようこそいらっしゃいました。 

福嶋昭会員 

  会員誕生日祝と会員入会記念日祝を頂きました。 

高森政雄会員 

  本日は入会して３９年目を迎えることが出来ました。

また、会員誕生日祝を頂きまして有難うございます。 

  過日の IMは欠席し失礼しました。 

樋口一樹会員 

  ４月１日付で転勤になりました。３年半お世話になり

ました。後任の飯島を宜しくお願い致します。 

山野井正郎会員 

  大谷翔平君、第 1 打席 3 ランホームラン、第 2 打席

ライト前クリーンヒット。 

橋浦重己会員 

  今日は地区協議会の発表をさせて頂きます。 

  神奈川銀行飯島上大岡支店長ようこそいらっしゃい

ました。 

  樋口さん今まで有難うございました。 

高栁良作会員 

  本年度も宜しくお願い致します。 

  先日 10 キロマラソンを走りました。次は１５キロマラ

ソンに挑戦します。 

細井順子会員 

  本年度も宜しくお願い致します。首にならずに済ん

でほっとしています。 

西山俊雄会員 

  花見は堪能されたでしょうか。花粉症もおさまりつつ

ありますね。 

海野俊彦会員 

  地区協議会の発表宜しくお願い致します。 

  新年度スタートです。気分新たに頑張ります。 

坂巻照代会員 

  昨日が６０代最後の誕生日でした。沢山の友人から

メッセージを頂き幸せでした。 

  飯島様ようこそいらっしゃいました。 

佐々部宣宏会員 

  樋口会員いろいろとお世話になりました。新しい職

場でも頑張って下さい。 

尾形達也会員 

  先日の地区協議会お疲れ様でした。 

  樋口様今まで有難うございます。飯島様これからよ

ろしくお願いします。 

４月２日より娘が保育園に通い始めました。親から

離れると今は泣きますが、慣れてきた時を思うと少

し寂しい気持ちです。 

民谷佳子会員 

  樋口会員いろいろとお世話になりました。新しい職

場でも頑張って下さい。 

  新年度スタート、引き続き宜しくお願いします。 

 

◎次週の予定 
  ４月１１日(水) ショコラボ 伊藤紀幸様 

◎会報           佐々部宣宏会報委員長 


