第 2142 横浜港南ロータリークラブ週報
2018．11．7．[水] 第 2373 回例会報告
◎司 会
笠原孝雄委員
◎ロータリーソング
『港南友愛の唄』
◎ソングリーダー
豊場建伍合唱委員長
◎ゲスト 青少年交換留学生 キャミアさん
◎出席報告
会 員 数 出 席 者 出席率
数
35(7)名
（

27(5)名

ニコニコボックス本日合計

２５，０００円

ニコニコボックス 累 計

４３６，０００円

◎米山チャリティボックス

坂巻照代米山記念奨学委員
大 井 和 子 会 員 櫻井富雄会員 坂巻照代会員

飯島直人出席委員

佐々部宣宏会員 橋浦重己会員 福 嶋 昭 会 員

前回

前月

宮下賢会員

修正率

平均率

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

７，０００円

87.2%

86.2%

米山チャリティボックス累計

１３７，０００円

90.0%

７名

）内は出席免除会員数

１０月ホーム１００％出席者 １５名
阿曽輝彦会員 天野憲二会員 市 川 敏 明 会 員
海野俊彦会員 大井和子会員 大 橋 三 郎 会 員
坂巻照代会員 櫻井富雄会員 佐々部宣宏会員
民谷佳子会員 豊場建伍会員 根 本 雄 一 会 員
福嶋昭会 員 宮下賢会 員 横尾博之会員

◎会長報告
① 理事会報告を致します。
・ 会報委員会より、ＩＣレコーダーが不調の為、４千円
位の物を２台購入することになりました。
・ ガバナー補佐より、前年度の交換留学生が途中で
帰国した為、浮いた費用が当クラブに振り込まれて

◎親睦委員会(今週のお祝) 上杉順一親睦委員

います。その為に旧第７グループで集める金額は半

＊ 会員誕生日祝

分で良いのか検討依頼が来ており、当クラブとして

天野憲二会員（２日）・宮下賢会員(２４日)

はガバナーの最終判断に任せる形にしたいと思い

笠原孝雄会員(２５日)

ます。それが決まると、皆さんに５千円未満の負担

の可能性があることをご承知おきください。

◎『クラブ奉仕活動部門委員長会議』

瀧文博委員長

・ １１日(日)高森会員の叙勲を祝う会が行われます。
クラブとして生花を手配することが決まりました。
皆様是非ご出席ください。
・ 港南区政５０周年とタイアップする企画を根本会長エ
レクトと区役所と相談して頂いております。若手を中
心に実行委員会を立ち上げてやっていくことが承認
されました。

１０月９日メモワールプラザソシア２１にて行われまし

② 地区大会
１１月１０日（土）
時間 １１時半登録

た。前年度は職業奉仕部門・社会奉仕部門・国際奉仕
場所 『パシフィコ横浜』
是非ご出席お願いします。

③ 先日、キャミアさんと細井さんのご家族と私で渋谷
のハロウインに行って来ました。キャミアさんはピエ
ロの仮装をして楽しい時間を過ごしました。
④ キャミアさんからスポンサークラブのバナーを頂き
ましたので、当クラブのバナーをキャミアさんにお
渡しします。

部門は別々に行われていましたが、今年からはひとつ
に纏めて会議が行われました。主題は会員減少で、一
時は地区で３０００人いた会員が２０１９人に減少してい
ます。これを維持しつつ増加していくようにと強調されて
いました。各会員の負担を減らす為には、いろいろな改
革を考えたらどうか。そして、魅力あるクラブ作りをして
増強する。国際奉仕部門の卓話の中で、ナガ地区の支
援活動では、一般の方は立ち入れない状況であり、ロ
ータリークラブだから特別に支援を認められたというこ
とでした。各クラブこれらを参考にして進めてみたらどう
かということでした。簡単ですが以上です。

◎ 『米山カウンセラー研修』

◎幹事報告

宮下賢カウンセラー

①当クラブの創立５０周年や港南区政５０周年。そして、
第７グループから第５グループに移行するなど、いろ
いろな所で皆様のご協力が必要です。どうぞよろしく
お願いします。

１０月４日メモワールプラザソシア２１で行われました。

◎委員会報告
①親睦委員会

上杉順一委員

委員長のパワーポイントによる研修とグループミーティ

１２月１９日(水)のクリスマス家族例会のご案内を回

ングが行われました。佐々部委員長は地区奨学金増

覧していますので、出欠のご記入をお願いします。

進委員長なので一緒に参加致しました。議題は『カウン
セラーの重要性』についてでした。将来日本と世界を結

ぶ架け橋になって、国際社会で活躍しロータリー活動

セブカントリークラブで行われました。就任式のはじまり

のよき理解者となる人材を育成しようということが使命

は、英語版『四つのテスト』でした。今回は当クラブ・横

です。奨学生とクラブと地区の間に入って、学校では学

浜港南台ＲＣ・群馬と九州のＲＣが参加しました。私達

べない事を体験してもらったり、教えたり、クラブの人達

を紹介してくれた後には迫力あるダンスと記念撮影をし

と交流を通じて身に付けてもらい、将来母国に帰って、

て下さいました。

日本との懸け橋になって国際社会で活躍する優秀な留

会長のパカさんはいろいろな事業をしておリ、学位を

学生を奨学することが目的だと説明がありました。

お持ちで、スピーチは迫力があり、綺麗な英語を話す

各クラブカウンセラーで工夫をしている点がいくつかあ

ので素晴らしいと思いました。日本語のサポートもあり

りましたが、当クラブは昨年佐々部さんが動いて下さっ

ましたので、逆に来年度会長就任式に行かれるようで

たので、当クラブの方が進んでいるように感じました。

したら、事前にデーターを先方に送って、英語表記のも

当クラブは第５グループとして参加し、各クラブの良い

のを作るのも良いと思います。６時からスピーチを数名

点や悪い点を伺いましたので、残り６ヶ月デルバさんと

が行いましたが、１０時位に終わりました。

話しながら頑張っていきたいと思います。

井戸掘り事業は、飲料水の確保です。ブラカオコミュ

１１月１０日は事前にデルバさんと地区と日程調整が

ニティースクールを訪問しました。寄贈されたポンプが

出来なかったので申し訳なく思っています。今後の反省

設置されていました。式典が行われて、会長エレクトが

として活用します。

挨拶されて、調印式では当クラブと横浜港南台ＲＣがサ
インしました。実際に井戸にどのくらい皆さんの浄財が

◎『セブポートセンター訪問報告』

宮下賢会長

使われているのかはわかりませんでしたが、形としては
きちんと残っておりました。

今年度は２回訪問させて頂きました。６月の会長就

次にナガ地区の地滑りの寄付について、皆さんにご

任式と井戸掘り事業・給食支援。１０月に入りローター

協力頂き、当クラブ全部で８万円・横浜港南台ＲＣで２

プラストメディカルミッションを見学しました。もう一つた

万円、合計１０万円を寄付しました。現金ではどのよう

またまナガ地区で地滑りが発生したので、皆さんにそ

に使われるかわからないので、ナガ地区のスーパーで

の支援を募り、寄付を持って行きました。

品物を買い、物資の支援をすることになりました。

フィーディングプログラム・給食支援について、給食を

ナガ地区はセブから２０キロくらいの所です。パカ会長

配給することで、子ども達が学校に通学する機会を増

の家はナガ地区にありました。パカさんの会社の人に

やすことが目的です。６月１８日にタジェロ小学校を訪

手伝って頂き、スーパーで１０万円分の買い物をして、

問しました。広場に給食を集めて子供達が食べるシス

台車に乗せて近くの避難所に届けました。この地滑り

テムです。これは学年ごとに食べるのです。子供たちの

では７８人の方が亡くなられました。

笑顔見て、支援をしたいと本当に思いました。
会長就任式についてはビデオをご覧ください。

セブポートセンターメディカルミッションでは、患者さん
９５人の手術をしました。子供達に日本から持って来た

おもちゃをプレゼントし、子ども達には好評でした。普通

天野憲二会員

に見えても口の中が二つに割れていたりしています。

会員誕生日祝を頂きましてありがとうございました。

私と横浜港南台ＲＣの中野さんは手術着に着替えて手

私用により早退します。

術を見学させて頂きました。撮影するのはメディカルミッ
ションのチームの方でないとだめなので、カメラを渡して
撮影してもらいました。外側が割れている人は比較的

橋浦重己会員
地区会議報告・セブ島の報告楽しみです。
佐々部宣宏会員

簡単に手術は出来るそうですが、中の歯茎がわかれて

来週はＲ財団学友の卓話です。楽しくアトラクション

いていると大変な手術なのだそうです。

もありますので、是非皆様よろしくお願い致します。

最後にロータープラストのビデオを撮るということで、

細井順子会員

全員で『チェンジングスマイル・チェンジングライフ』これ

１０月は学校行事で何回も欠席して申し訳ございま

が、国際ロータリーのホームページに使われるかも知

せんでした。

れません。皆さん興味がありましたら是非ご覧ください。

１０月２８日はキャミアさんと宮下会長と渋谷へ行き

子供たちの笑顔が印象に残って、これからも支援をし

ました。(ハロウイン)

ていかなければいけない。そして、人的な交流も必要だ

青柳民朗会員

と改めて思いました。今後ともご協力をお願い致します。

金沢区の工場前のいちょうも今年は塩害で色づく前

私の報告は以上です。有難うございました。

に枯れた葉が多いようです。例年は銀杏の良い香
りに包まれるのですが・・・

◎ニコニコボックス

上杉順一親睦委員

宮下賢会長
キャミアさんようこそいらっしゃいました。

坂巻照代会員
今年は横浜地域貢献企業最上位認定を受けること
が出来ました。皆様のお陰です。

年賀はがき発売になりました。

平山滋也会員 櫻井富雄会員 瀧文博会員

会員誕生日祝を頂き有難うございました。

小後摩重正会員 海野俊彦会員

大井和子幹事
高森会員の叙勲おめでとうございます。１１日の祝
賀会には謹んで出席させていただきます。
笠原孝雄会員

今日は立冬です。木枯らし一号ももうすぐです。
風邪にご注意ください。
豊場建伍会員
本日、所用により早退致します。

会員誕生日祝を頂きましてありがとうございました。
高栁良作会員
配偶者誕生日祝を頂きましてありがとうございまし
た。

◎次週の予定
１１月１４日(水) ・国際親善奨学生 柳沢明良様
・次年度理事発表

◎会報

尾形達也会報委員

