
 

第 215１ 横浜港南ロータリークラブ週報 
2019．2．13．[水] 第 2384回例会報告 
 

◎司 会             豊場建伍 SAA委員 

◎ロータリーソング        『R‐O‐T‐A‐R‐Y』 

◎ソングリーダー       横尾博之合唱委員 

◎ｹﾞｽﾄ・港 南 警 察 署 長      田村淳一様 

     ・港南警察署生活安全課長 沢口淳二様 

 

◎出席報告           飯島直人出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

35(7)名 25(6)名 80.6% 88.0%  84.6% 

（  ）内は出席免除会員数 

 

◎親睦委員会(今週のお祝い) 

上杉順一親睦委員 

＊会員入会記念日祝い   

高森政雄会員（６日）・山野井正郎会員（２３日） 

＊配偶者誕生日祝い     

櫻井恵子様（１５日）・八木紀子様（１９日） 

山野井佐智子様（２６日）・大井正男様（２８日） 

 ニコニコボックス本日合計 ２６，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ７５１，０００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 坂巻照代会員 佐々部宣宏会員 

民谷佳子会員 橋浦重己会員 細井順子会員 

宮下賢会員 ７名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ８，０００円 

米山チャリティボックス累計 １５０，０００円    

 

◎ 会長報告   

① 『ニーサ（213）」と読む語呂合わせから。2014年（平

成 26年）1月から少額投資非課税制度「NISA（ニー

サ）」が新しく開始されることを記念し、その内容を

広めることを目的とされました。記念日は一般社団

法人・日本記念日協会により認定・登録されまし

た。 

② 次年度米山奨学生について、次期根本会長と相談

したところ、受け入れすることが決まりました。中国

の男性で、カウンセラーは坂巻さんにお願い致しま

す。 

③ 第５グループ南合同例会 

２月２１日（木）１８：３０～『ロイヤルホールヨコハマ』 

（２０日（水）は２１日（木）に例会変更となり、通常の

例会はありません） 



◎ 幹事報告 

① 私事ですが、皆さんの会社では働き方改革につい

て、年次有給休暇を５日間義務付けられることにな

りますが、皆さんのところではどうされるのか、いつ

かご意見を伺えると幸いです。 

 

◎ 委員会報告  

   なし 

 

◎ 佐々部会員より 

港南警察署長田村淳一様のご紹介 

高森さんが港南区交通安全協会の会長をされてい

ますので、今日は港南警察署長の田村警視にいらして

いただきました。当クラブは来年５０周年を迎えますが、

改めて港南区を知ろうということで、先月に港南区長、

そして、今日は港南警察署長、来月に港南区消防署長

においで頂きます。せっかくの機会ですから楽しいお話

を伺えると思います。（卓話を頂きましたが割愛させて

頂きます） 

 

◎ニコニコボックス        瀧文博親睦委員 

宮下賢会長 

  港南警察署長田村様・生活安全課長沢口様ようこ

そいらっしゃいました。 

大井和子幹事 

  港南警察署長田村様・生活安全課長沢口様ようこ

そいらっしゃいました。 

配偶者誕生日祝いを頂きまして有難うございまし

た。 

高森政雄会員 

  港南警察署長田村様・生活安全課長沢口様ようこ

そいらっしゃいました。 

   会員入会記念日祝いを頂きましてありがとうござい

ました。私も入会して４１年目を迎えることが出来ま

す。会員の皆さんに感謝申し上げます。 

橋浦重己会員 

  港南警察署長田村様、本日の卓話をよろしくお願い

申し上げます。港南警察生活安全課長沢口様よう

こそいらっしゃいました。 

笠原孝雄会員 市川敏明会員 小後摩重正会員 

福嶋昭会員 豊場建伍会員  

  港南警察署長田村様・生活安全課長沢口様ようこ

そいらっしゃいました。 

平山滋也会員 

  １２月と１月はヘルニア手術などのために欠席して

おりましたが、最近はようやく出席できるようになり

ました。ご心配おかけしました。 

  港南警察署長田村様・生活安全課長沢口様ようこ

そいらっしゃいました。 

  会員誕生日祝いを頂きましてありがとうございまし

た。 

坂巻照代会員 民谷佳子会員 佐々部宣宏会員 

青柳民朗会員 海野俊彦会員 

  港南警察署長田村様、本日の卓話をよろしくお願い

致します。 

細井順子会員 

  土日は部下２名がＲＹＬＡに参加させて頂きありがと

うございました。 

  港南警察署長田村様・生活安全課長沢口様ようこ

そいらっしゃいました。 

 

◎次週の予定 

２月２１日（木）１８：３０～『ロイヤルホールヨコハマ』 

            第５グループ南合同例会 

◎会報             坂巻照代会報委員 

 



2019．2．21．[木]18：30～ 第 2385回例会報告 

第５グループ南合同例会 『ロイヤルホールヨコハマ』 

司会進行幹事クラブ  

横浜南陵ＲＣ 

例会 

◎点鐘・開会                  各クラブ会長 

◎合唱 『奉仕の理想』      幹事クラブ合唱委員長 

◎来賓紹介     

地区幹事・現第５北ガバナ―補佐・次期ガバナー補佐 

◎各クラブ会長挨拶 

〇横浜南ロータリークラブ 角井会長  

第７グループでは長い間大変お世話になりました。 

以前から社会奉仕の共同事業等でご一緒させて頂き、

また、ご近所で仲良くさせて頂いております。状況の変

化もございますが、変わらずご厚誼を賜りますようよろ

しくお願い致します。        

〇横浜港南ロータリークラブ 宮下会長 

今日は第５グループ南（旧第７グループ）として、最

後の合同例会となります。この例会を企画して頂いた

皆さん有難うございます。今日は同じテーブルの各会

長、そして皆さんとも親交を深めたいと思います。 

〇横浜港南台ロータリークラブ 小林会長 

横浜港南台ＲＣは総勢２５名の会員でクラブ運営をし

ております。皆様に支えられてここまで来ることが出来

たと思います。今年度当クラブは昼の例会を２回、夜の

例会を１回という試みをしております。皆様にはいろい

ろなご意見を頂戴したいと思います。今日は宜しくお願

い致します。 

〇横浜南央ロータリークラブ 木藤会長 

今年度で合同例会は最後です。今日は記憶に残る

例会を皆さんで楽しんで頂きたいと思います。 

〇横浜南陵ロータリークラブ 高田会長 

私共は３月２１日に４０周年記念例会を計画しており

ます。皆さんに沢山いらして頂きたいのですが、実行委

員会で一クラブ２名とさせて頂いておりますので、ご容

赦下さい。今日は楽しい一日にして頂きたいと思いま

す。 

◎来賓挨拶          地区幹事・現ガバナー補佐 

◎来賓スマイル発表       幹事クラブ親睦委員長 

◎点鐘・閉会                  各クラブ会長 

 

懇親会 

◎開会・乾杯           幹事クラブ会長エレクト 

◎歓談・会食 

◎各クラブ活動事例発表  

 

〇『モンゴルへの国際奉仕活動』 

横浜南ＲＣ 角井会長 

前年度、当クラブに入会された会員が、大学で新品

に交換された後の不要な光学顕微鏡２０台をモンゴル

国保健省とモンゴル健康科学大学へ送ることから始ま

りました。今年度は滅菌装置・医療機器・寄付にかかわ

る輸送費の一部を寄付し、その感謝状が頂けるという

光栄なお話がありました。当クラブ国際奉仕委員会が

中心となり、１１月２～７日の６日間、会員９名とそのご

家族２名の合計１１名でモンゴルに行って参りました。

ツアー前半は市内観光、そして、ゲルに一泊し満天の

星空を見ることが出来ました。モンゴル健康科学大学

へ表敬訪問、モンゴル保健省では健康保健省副大臣と

面会しました。ウランバートルではガガさん（元米山奨

学生）が会員のクレロータリークラブでは特別夜間例会

にお招き頂き、参加者全員でメークアップと懇親会を兼

ねて参加してまいりました。今回の訪問が国際交流・国

際奉仕の懸け橋となると良いと思いました。 

 

〇『６ケ月の活動を振り返えり』 

             横浜港南ＲＣ 宮下会長 

会長就任から６ヶ月経ちました。会長就任時に３つの

指針と４つの行動目標を自分で設定しました。指針は 

① 出来ることは自分たちでやってみる 

② 聞いてみよう 

③ 行動しよう 

活動目標としては、新会員２名以上入会して頂く。 

ロータリー財団寄付・米山奨学金寄付を募る。 

米山奨学生・青少年交換留学生と共に成長する。 

５０周年記念事業の準備を行う。 

外部委託していた活動計画書を印刷から製本まで自分

たちで作成しました。 

戦力委員会について、大井幹事と私は地区研修で立ち

上げる必要性を感じ、数名と話し合いました。当クラブ

としての問題や課題はたくさんあるが、知恵や改善で

変化できるのではないかと多くの人が思っていることを



痛切に感じました。形式的な委員会ではなく実行できる

グループを作っていかなければいけないと思いました。

後半は若手の方とコミュニケーションを深めて、より具

体的な委員会を展開していきたいと思います。 

今年度は新入会員の小笠原さん（１名）の入会がありま

した。現在、米山奨学生と青少年交換留学生をお預か

りしています。 

最後に当クラブは来年５０周年を迎えます。実行委員

長の山野井会員と次期会長の根本エレクトを中心に記

念事業企画。また、港南区制５０周年とコラボイベントも

検討しています。 

 

〇『ちゃんこチャリティについて』 

                 横浜港南台ＲＣ 今田会員 

ちゃんこチャリティは田實会長年度のころから続けてお

ります。これは５００円で地域の皆さんに食べて頂き、こ

の中から済生会横浜市南部病院に車いすを寄贈する

というものです。既に３０数台を寄贈しており、今年度寄

贈しますと４０台を寄贈するということになります。 

実際に力士の方にちゃんこを作って頂いており、今回

は５００食完売です。席を４０席作り、やぐらやのぼりを

立てて、やぐら太鼓を行いました。今回は子供園の施

設の皆さんを招待するという新しい試みを行いました。

写真を撮ったりお子さんを抱いたり、地域の方と交流を

持ちました。 

 

〇『これからの奉仕活動の予定について』 

横浜南央ＲＣ 木藤会長 

今まで三陸方面の職業体験を続けて来ましたが、今年

度から地元の近くで小規模ながら頑張っている団体に

目を向けて奉仕活動をしようとかじ取りを変えて来てい

ます。当クラブも再来年３０周年がございます。今年は

奉仕活動を基盤にして、あとに繋がる活動をしたいと思

います。奉仕活動については地元にも素晴らしい団体

がございますので、地元に特化して我々もどんどん参

加してやっていきたいと思います。そして、会員同士活

動していけば増強に繋がると思いますので、今年度後

半頑張って盛り上げていきたいと思います。 

 

〇『わっしょいフェスティバルについて』 

横浜南陵ＲＣ 青少年奉仕堀口委員長 

私共は一昨年からわっしょいフェスティバルを１月に主

催しており、今回で３回目となります。これは地域の障

害児者（子供ばかりでなく、病気などで血管障害を負っ

たりした大人の方）もご一緒にパフォーマンスを舞台で

発表して頂くものです。これに毎年違う形で健常者のパ

フォーマンスをコラボしてやっていきます。今年は南区

内の７つの中学校の吹奏楽部が出て大いに盛り上がり

ました。観客動員が問題で、５３０人ほど入る南区の公

会堂にはじめは１５０人しか集められませんでした。２

回目は２５０人。今年は４００部用意したプログラムが足

りなくなりました。この企画を来年も続けていけたら良い

と思います。来年は１月２６日（日）是非お越し下さい。 

 

◎新会員並びに増強委員長の紹介   現ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

◎合唱『手に手つないで』    幹事クラブ合唱委員長 

◎閉会挨拶              次年度ガバナー補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎次週の予定 

２月２７日（水） 劇団せたがや創作紙芝居 

◎会報                海野俊彦会員 


