第 2133 横浜港南ロータリークラブ週報
2018．7．25．[水] 第 2361 回例会報告
◎司 会
平山滋也ＳＡＡ委員
◎ロータリーソング 『横浜港南ロータリーの歌』
◎ソングリーダー
横尾博之合唱委員
◎ｹﾞｽﾄ・第２５９０地区ガバナー
金子 大様
・第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ南ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 下山清隆様
・第２５９０地区幹事
千田晴久様
・横浜中ロータリークラブ
窪倉 保様
・横浜中ロータリークラブ 青木宏一郎様
◎出席報告

◎会長報告
①港南区から区政５０周年の旗やポスターを支給され
ています。よろしければお持ち帰り頂きご利用下さ
い。
②７月２８日(土)『映画と縁日の夕べ』が行われますの
で、是非足をお運び下さい。
③本日はガバナー公式訪問です。ガバナーとして地区
の方針についていろいろ取り組まれていらっしゃいま
す。皆で勉強していきたいと思いますので、よろしくお
願い致します。
④櫻井会員より、新会員候補者を推薦して頂きました。
山田増強委員長と私でお会いし、是非入会に結び付
けたいと思います。

飯島直人出席委員

会 員 数 出 席 者 出席率
数
33(6)名 26(6)名 78.8%
（ ）内は出席免除会員数
◎ニコニコボックス
ニコニコボックス本日合計
ニコニコボックス 累 計

前回
修正率
87.9%

前月
平均率
85.6%

海野俊彦委員長
３９，０００円
１４７，０００円

◎米山チャリティボックス

上杉順一米山記念奨学委員
坂巻照代会員 佐々部宣宏会員
橋浦重己会員 ３名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
米山チャリティボックス累計

３，０００円
２３，０００円

◎幹事報告
①先週、クラブ基盤管理委員会に宮下会長と私で出席
して来ました。出席してみてクラブ戦略委員会を持つ
べきであると確信いたしました。皆さんにもご意見を
伺いたいと思います。
②７月２８日(土)『桜岡小学校』にて、音楽と映画の夕べ
を行います。当日は瀧会員・青柳会員・高栁会員に
お手伝い頂きます。台風が来ていますので、開催に
ついては当日朝にご連絡致します。

◎委員会報告
①親睦委員会
海野俊彦委員長
・ ９月２６日の創立記念家族例会のご案内を回覧しま
すので、出欠をご記入下さい。
・ １２月１９日のクリスマス家族例会は『ホテルニュー
グランド』で行います。

◎下山ガバナー補佐より

の地区方針についても必ずお読み下さい。

第５南グループの第１回目の公式訪問です。どうぞ宜し
くお願い致します。

バリー・ラシン会長はバハマのニュープロビデンス島
出身です。病院の医院長先生を３７年間され、今は退
任し顧問となっていらっしゃいます。ロータリーではＲＩの

◎金子ガバナーより

理事を務め、元理事であり、ロータリー財団管理委員

５０年の歴史あるクラブにお邪魔するのを楽しみにして

会の副監理委員長を務めていらっしゃいました。当初

来ました。今日で８回目の公式訪問です。皆さんと共に

はサムＦ・オオリ会長エレクト（アフリカのウガンダの方）

ロータリーの事を考えていきたいと思います。どうぞ宜

に決定していましたが、ご逝去されましたので、バリー・

しくお願い致します。

ラシン会長が後任としてガバナーエレクトに就任され、
今 RI 会長になっていらっしゃいます。

◎下山ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐より金子ｶﾞﾊﾞﾅｰのご紹介

バリー・ラシン会長はサンディエゴで私達に向けて「イ

【略歴】

ンスピレーションになろう」と発表されました。何か大き

１９４６年 ８月１日生まれ(７２歳)

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

学校法人 横浜学院 理事長・学院長

他のロータリアンに与えて下さい。自分よりも長く後世

現在に至る

にも生き続けるものを見出すために、というメッセージ

【ロータリー歴】

を講演で話されました。

1985 年 12 月

横浜西ロータリークラブ入会

２０１８～１９年度ラシン会長年度のロータリーの目標が

1989 年 6 月

横浜西ロータリークラブ退会

発表されました。皆さんご存知のように、ロータリーに

2000 年 11 月

横浜中ロータリークラブ入会

は四つのテストがあります。５～６年前にあったロータリ

職業分類：教育(学校)

ーの綱領はロータリーの目標に変わりました。また新た

2004～05 年度 地区インターアクト委員

にロータリーの目標が発表されました。

2009～10 年度 横浜中ロータリークラブ会長

① クラブのサポートと強化

2010～11 年度 地区社会奉仕委員

② 人道的奉仕の重点と増加

2011～13 年度 地区職業奉仕委員

③ 公共イメージと認知度の向上

2016～17 年度 第６グループガバナー補佐

この３つの目標にはロータリー賞があります。昨年まで

オン・ツー・アトランタ委員

ロータリー会長賞でしたが、ロータリー賞に変わり、ロ

地区危機管理委員

ータリー会長特別賞として、３つの賞が設けられまし

2017～18 年度 オン・ツー・トロント委員長

た。

地区戦略計画委員

ロータリークラブに対するロータリー賞。

地区危機管理委員

ローターアクトクラブに対するロータリー賞。

Ｒ財団メジャードナー、ベネファクター、MPHF

インターアクトクラブに対する賞。

ポール・ハリス・ソサエティ、米山功労者メジャードナー

そのロータリークラブに対する賞の目標がこの３つにな
ります。これを達成すべく、皆さんでロータリー賞に挑戦

◎ 『ガバナー公式訪問』

金子大ガバナー

して頂きたいと思います。私共はロータリー会長の意思
を汲んで我々のテーマを決めさせて頂きました。
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拡げよう
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
みましょう
２.研修会拡充と各会合や事業へ積極的に参加しましょ

先ず、第１回目のガバナー月信の P3～５にバリー・ラシ
ン会長のお言葉と、私の地区方針が掲載されておりま
すので、必ずお読み下さい。そして、クラブ活動計画書

う
３.会員増強とクラブ拡大に努めましょう
【目標】 会員５０名以下のクラブ：純増 1 名以上

会員５１名以上のクラブ：純増２名以上

たものを、最初は一つにまとめようという考えがありま

４.公共イメージと認知度の向上を図りましょう

したが、次年度に向けては一つにまとめるつもりで、検

５.ロータリー財団へのご理解とご寄付のお願い

討や運営をどうしたら出来るかとやっているところです。

目標 年次基金寄付 一人当たり１２０ＵＳドル以上
恒久基金寄付 (ベネファクター)

入る人数やキャパシティの問題がありますので、聖光
学院を借りることが出来れば、全体の細かな割り振り

会員５０名以下のクラブ１名以上

が出来て、分科会ごとに研修は出来ますが、ソシア２１

会員５１名以上のクラブ２名以上

では不可能です。ホテルを借りる予算は地区にはあり

ポリオへの寄付 一人当たり５０ＵＳドル以上

ません。その為に管理基盤委員会パート 1、パート２と

６.ロータリー米山記念奨学事業へのご理解とご寄付の
お願い

いうように開催させて頂きました。時間の許される範囲
の中で、内容の検討やいろいろなことをしたために、皆

目標 普通寄付 一人当たり

5,000 円以上

様にはご理解しにくいところや完全なご説明が出来な

特別寄付 一人当たり

20,000 円以上

いままでいる部分もあり、申し訳なく思っておりますが、

合

25,000 円以上

スタートさせて頂きました。皆さんのご意見がありました

計

一人当たり

７.ロータリークラブ対象のロータリー賞に挑戦しましょう

ら是非お聞かせください。クラブが５６あったら、５６種類

これらについて、ご協力をお願い致します。

の運営がなされていて当然です。それぞれの地域のニ

今年度は基盤管理委員会というようにロータリーの運

ーズに応えたクラブ活動をなさっていると思います。そ

営について、ＣＬＰクラブに対する、ＤＬＰロータリーの地

こを尊重しながらこれからの奉仕活動をどのように守っ

区に対する組織の在り方を変えさせて頂いております。

て行けるか、又、何処を変えなければ守っていけなの

地区のビジョンという言葉をお耳にしたことがない方

かを考えていきたいと思っています。

もいらっしゃるかも知れません。研修会等ではお話して

皆さんからのご意見を、日本の理事の方は日本の意

おりますが、多様性を重んじ魅力ある独自のクラブ創り

見をしっかり世界に発信していらっしゃいます。２５９０

という地区のビジョンを発表させて頂きました。これは

地区の中で私達がきちんと説明をしていなかったり、受

２０１６年に規定審議会で変更があり、クラブでの柔軟

け入れる方法を開示していなかったところに問題があ

性と多様性を認める発表がありました。それに伴い、こ

るのだろうと思っています。戦略委員会は地区の中に２

の地区が抱えている課題は、今会員数は２０２２名です。

つあります。前年度も２つありました。同じ組織が２つあ

年初は２０４５名でしたので、－２３名です。クラブ数は

って議論する場を変えて行われていました。もう少しわ

前年度まで５７クラブでしたが、私が引き継いだ時は５６

かりやすくするために、今年度は戦略委員会のメンバ

クラブです。第１回目の基盤管理セミナーのグループ会

ーを変えて設置させて頂きました。皆さんが疑問に思う

議の中で、今年度末でクラブを閉じる声明を出したクラ

事があったり、それを規定審議会に提案するのはどうし

ブが一つ。今検討中のクラブもあります。私達の今まで

たらいいのかという疑問がありましたら、地区の戦略委

の活動を何に継承していくか、どのように守っていかな

員会に申し出て頂ければ、ご相談に対応できるよう窓

ければいけないか。そして、変えてはいけないものをし

口を作ってあります。わかりにくい点がありましたら改

っかり守っていかなければいけない。新しいものに挑戦

善していきたいと思います。

し、新しいこれからの時代を担っていく人達が活動しや

先ほど、地区のＤＬＰについて話しましたが、こちらの

すいように変更する、変える勇気を持たなければいけ

クラブが奉仕活動を行っていくにはニコニコの財源が必

ないと思っています。そこで、今年度第一歩を踏み出す

要で、一般会計と分けられていると思いますが、大変

時、聖光学院で研修協議会をさせて頂きました。その

厳しい運営の中、やりくりなさっているのではないかと

時、クラブの分科会で部門別を１２部門から８部門に減

推察します。出来るだけ負担や活動を軽減し、スムー

らしました。今年度スタートするに際して、拡大増強委

ズに動けるようにという想いでＣＬＰを考えさせて頂き、

員会はクラブ基盤委員会の中に入れる案もありました

ＣＬＰを運営して皆さんがＣＬＰに取り込めるように、

が、拡大増強はどうしても必要で重点的な項目の一つ

ＤＬＰを変えようと思っています。ところがロータリーの

でありますので、拡大増強委員会としてセミナーを開か

地区というのは答えを出さないのです。事例を出して、

せて頂きました。その中で基盤管理部門が５部門あっ

自分のクラブに合うように、又、聞いた方たちが判断し、

アレンジし自分のクラブへ持ち帰り、自分のクラブに合

米山記念奨学会は５０周年ですが、米山記念奨学会

うように実行に移していくのです。今回は答えを出すと

は奨学金の制度です。米山記念会館というものがあり、

かでなく、私は基盤管理委員会も、そして今度やる奉仕

これは５０年なので修理しなければなりません。その募

活動部門・職業奉仕部門・社会奉仕部門・国際奉仕部

金も募らせて頂きますので、詳細が決まった時にさせて

門も、一つに括って研修会を開くようにさせて頂きまし

頂きます。

た。これも一つの提案として、次の DLP に関わる判断を

時間になりましたのでこれで終わりますが、これから

クラブの方たちに、どうしていけるかきちんと提案させて

もご協力とご理解をお願い申し上げます。有難うござい

頂きたいと思っています。その中で皆さんで判断して頂

ました。

きたいと思います。職業奉仕というのはロータリーの根
源です。超我の奉仕というのは社会奉仕の原点で、２３
－３４条のシェルドンの話は皆さんご存知だと思います。
我々もそれを理解した上でこれからどう取り組んでいく
か、どう変化出来るかを考えていきたいと思います。先
ほど協力の依頼がありましたが、時間のある方は必ず
顔を出し、応援し声援を送ろう。それが「インスピレーシ
ョンになろう」なのです。皆を鼓舞して励ますという言葉
が、インスピレーションにはあると思います。地区の青
少年奉仕やいろいろな部門がりますが、関係ないとい
うのではなく、皆さんが励まして出席することは、とても
励みになると思います。皆様のクラブでもお考え頂きご
協力を宜しくお願い致します。
今地区は変わって来ています。努力して変えられる
ところは変えていけるように頑張っていきたいと思いま
す。
西日本災害時募金についてお願いしております。本
来はどういう形でどこに募金をする、という形で皆さん
にお願いするのが筋道ですが、それをしないで募金を
募った事は申し訳なく思っています。これは何処にいつ
届くかわからない、新聞社に出しても、災害の団体に出
しても、一度まとめるので、何処に行くか何ヶ月後に届
くかわからないのです。きちっとわかる所で、本人の手
の届くところに出して欲しいという強い要望が皆さんか
らありました。ガバナー会や全国ガバナー会を通して、
ロータリーの仲間の方々の工場やご自宅や災害のあっ

◎ ニコニコボックス

海野俊彦親睦委員長

第７グループガバナー補佐 金子大様
本年度ガバナーを拝命致しました。横浜中ロータリ
ークラブの金子大です。本日はお世話になります。
貴クラブの皆様のご指導とご協力を頂きながら、ク
ラブの可能性を広げていくために努力する所存です。
どうぞ宜しくお願い致します。
第５グループ南ガバナー補佐 下山清隆様
第１回目のガバナー公式訪問について参りました。
よろしくお願い致します。
第２５９０地区幹事 千田晴久様
本日はガバナーのお供でお伺い致しました。
横浜中ロータリークラブ 青木宏一郎様・窪倉保様
本日は金子がバナーのメカニックでお伺い致しまし
た。
宮 下 賢 会 長 大井和子幹事
第２５９０地区金子大ガバナー・下山ガバナー補佐・
千田地区幹事・窪倉様・青木様ようこそいらっしゃい
ました。
笠原孝雄会員 小後摩重正会員 福 嶋 昭 会 員
ガバナー公式訪問日に当たり、金子ガバナーのご
来訪を歓迎いたします。
平山滋也会員 佐々部宣宏会員 櫻 井 富 雄会 員
豊場建伍会員 上 杉 順 一 会 員 海 野 俊 彦会 員
青柳民朗会員 天 野 憲 二 会 員 民 谷 佳 子会 員
市川敏明会員 横 尾 博 之 会 員 坂 巻 照 代会 員
金子大ガバナー御一行様の皆様ようこそいらっしゃ
いました。
暑い中有難うございました。

た所があります。そこを含めて、精査してグループごと
に募って、そのグループに直接募金が出来るように考
える努力をしています。インターネットや電話を通して絞
っておりますので、決まりましたらお知らせします。それ
を待っていたら他へ募金してしまうというお声もあり、募
金の準備をして待っているクラブが多かったので、とに
かく募金を募らせて頂きました。これは第１回目なので、

◎８月の予定
８月 １日(水) キリンビール横浜工場長
８日(水) 休会
１５日(水) 前月地区会議報告
(各委員長１０分程度の卓話)
２２日(水) １８：３０～夜間移動例会『じゃのめや』
２９日(水) 休会

もう１回～２回募金を募らせて頂きますが、このような
理由ですので、ご理解頂きたいと思います。

◎会報

根本雄一会報委員

