
■司　　会　ＳＡＡ　内田　　敏

■開会点鐘　会　長　市川　慎二

■斉　　唱　それでこそロータリー

■出席報告

■本日の欠席者
青木、宋、滝澤

■他クラブ出席者
新川 (地区）

■ゲスト
下田　康晴様（横浜市旭区長）

押見　保志様

（横浜市旭区役所総務部区政推進課課長）

片岡　翔太様（同、企画調整係長）

■会長報告
　皆様こんにちは。勤労感謝の日を入れて３

日間の連休、皆様いかがお過ごしでしたでしょ

うか。私は、子どもと帷子川に行き、釣りを

楽しんできました。釣りというと「魚を与え

るな。釣り方を教えよ」という格言があります。

自分の子どもなどに、魚、食べ物を与えるだ

けでは、自分がいなくなった時に、飢えてし

まうが、釣りの仕方といった、生活の糧を得

る力を教えておけば、自分で生きていけると

いう事です。とても素晴らしい言葉で、多く

本日の出席数        24 名

本日の出席率     88.89％ 修正出席率    　 84.62％

会員数　 　 　    30 名
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の事に当てはまりますが、最近では、釣りの

仕方を教えるだけでは足りないと思っていま

す。釣りの仕方を置き換えると、例えば、掃

除の仕方だけ教えてもダメです。挨拶の仕方

だけ教えてもダメです。今の子ども達には、

釣りとは、掃除とは、挨拶とは、なぜ必要な

のかを伝えなければなりません。

　挨拶なら「今日も自分は元気です。皆さん

に会えることを楽しみにしていました」といっ

た気持ちを込めて、伝えることが大切で、そ

の「心」の部分を教えることが大事だと感じ

ています。

　地区大会１日目の田中久夫氏の講演で、手

本としてベテラン会員が新会員の教育、特に、

寄付の部分で見せてほしいと熱く話され、笑

いが起きましたが、先週は、ロータリー財団

月間として、ベテラン太田会員の話を聞いて

いて、まさに「ロータリー財団とは」そして

「寄付とは」といった、ロータリアンとしての

「心」の部分を教えていただけたように私は感

じました。大きく３つある年次基金、ポリオ

プラス基金、恒久基金。ベネファクターとは、

金額を問わずに、恒久基金への寄付を遺言や

資産計画に書きしるし、その旨を財団へ通知

した人。または、1,000 ドル以上を恒久基金

へ無条件で寄付した人をベネファクターと呼

んでいます。

２０１８年１１月２８日 第２３６１回例会　VOL. ５０　No. ２０

2018-19年度 RI会長／バリー・ラシン　RI.D2590ガバナー／金 子　 大　横浜旭RC会長／市川　慎二

横浜旭ロータリークラブ

被災地の子ども達にＸマスプレゼント チャリティーコンサート ガールスカウトとクリーン作戦

事務所

例会場

例会日

「インスピレーションになろう」  BE  THE  INSPIRATION

横浜市旭区二俣川1-37-3 NUTS1階／〒241-0821
TEL.045-465-6702／FAX.045-465-6712
http://yokohamaasahirc.cho88.com
Emai l :asahirc@titan.ocn.ne.jp
横浜市旭区二俣川1-45-30工藤ビル
（㈱岡田屋３階会議室）
毎週水曜日／12時30分～１時30分　　  



■ RLI 報告               　　　　　　    須藤　　亘

　11 月 27 日㈫、ロータリーリーダーシップ

研究会（パートⅢ）が開催されました。

今回のテーマは以下の６つでした。

１．ロータリーの機会

２．効果的なリーダーシップ戦略

３．ロータリー財団Ⅲ

４．公共イメージと広報

５．規定審議会

６．変化をもたらす

　今回を持って３回の受講を終了し、無事に

RLI を卒業しました。卒業者への賞状とピン

バッチを頂戴して参りました。

　また、来年は RLI の講習内容も変更となり、

これまで年１回の開講を２回に増やし、多く

のロータリアンにご参加頂ける環境を作って

いきたいとの方針でした。ロータリーで活動

する上での考え方や、他クラブとの交流も図

れる良い機会になろうと思います。

　是非、たくさんの方のご参加宜しくお願い

いたします。

■故後藤会員宅にて    　　　　      大川　伸一

　ご焼香させていただき奥様とお話をし、経

過の詳細を教えていただきました。心筋梗塞

とのことでしたが、所見から考えると恐らく

以前から症状があったのではないかと思いま

す。頑張り屋の後藤さんの事ですから少々の

苦痛も我慢されていたのではないかと思いま

す。

　会員の皆様方には、もし何らかの症状があっ

た時には進んで医療機関を受診していただく

事と、人間ドックなどの検診を受けていただ

くようお願いいたします。きっと後藤さんも

そう仰ってると思います。　　　
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　このベネファクターになることは、恒久基

金への大きな支援となります。本年度、６名

の方にベネファクターへのご協力をいただけ

る予定です。クラブ会長として、心より御礼

を申し上げます。

○クラブ関係

１）本日は、12 月第１例会に開催される年次

総会の１週間前の例会となります。理事候補

者指名委員会より報告されました次年度理事

候補者９名を発表致します。(会員敬称略 )

　佐藤真吾、田川、北澤、大川、新川、目黒、

安藤、五十嵐、市川となります。

　本日より１週間公示し、12 月５日の年次総

会でご承認いただきたいと思います。

　尚、期間中の理事立候補者はおりませんで

したので、ご報告致します。

２）ボーイスカウト日本連盟より協賛金のお

礼が届きましたので、回覧致します。

３）後藤会員の奥様より、クラブ会員皆様か

らの生前のご厚情へのお礼と、後日あらため

て例会でお礼を伝えたいとのご連絡がござい

ましたので、お知らせ致します。

■災害対策委員会　　　　 　　　五十嵐　正

○岩沼幼稚園・保育園へのクリスマス訪問の

ご案内

　恒例の子ども達へのクリスマス訪問の内容

が決まりましたので、ご案内いたします。

日時　12 月 17 日㈪午前 10 時

場所　岩沼こばと幼稚園　園児 155 名

日時　12 月 21 日㈮午前 10 時　

場所　竹駒保育園　園児 107 名

ご都合のつく方は是非ご参加お願いします。

■親睦委員会　　                                北澤　正浩

　12 月 15 日㈯に開催するクリスマス家族親

睦会の出席を本日で締め切りとさせて頂きま

す。今後、人数の変更等ございましたら、お

早めにお申し出下さい。よろしくお願い致し

ます。

■創立 50 周年記念事業実行委員会     　　　
　　    　　　　　　　　　　　　関口　友宏

　後藤英則祝宴担当副委員長死去に伴い、新

川　尚会員に後任をお願いしたところ、快く

承諾して頂きました。

　新川会員宜しくお願い致します。
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■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川　慎二／旭区長下田様、片岡様、押見様、

ご多用の所、お越しいただ有難うございます。

卓話楽しみにしております。

安藤　公一／①下田区長、押見課長、片岡係長、

ようこそ旭 RC にいらっしゃいました。卓話宜

しくお願い致します。②先週 23 日のラグビー

早慶戦において何とか早稲田が勝つことがで

きました。今週末 12/2 ㈰には早明戦が開催さ

れます。

佐藤　真吾／①旭区長下田様、押見課長、片

岡係長、本日はお忙しい所、当クラブにお越

し下さり有り難うございます。②皆出席をい

ただき有り難うございます。

太田　幸治／①旭区長下田康晴様、卓話楽し

みにしております。②妻の誕生日にお花を頂

き有難うございました。お陰様で 80 歳の大台

に乗りました。歳を取ることは喜ばしいこと

です。③吉原さんの川柳句集「前山」妻と二

人で拝読させて戴きました。有り難うござい

ます。

佐藤　利明／旭区長下田康晴様、ご公務多忙

の中、おいで下さいまして有難うございます。

合わせて卓話よろしくお願いします。押見課

長様、片岡係長様、ご苦労様です。

大川　伸一／下田旭区長様、押見様、片岡様、

お忙しいなかをようこそいらっしゃいました。

下田様の卓話を楽しみにしております。

齋藤　善孝／旭区長下田様、ようこそお越し

下さいました。卓話よろしくお願いします。

柳沢　哲也／早くも来週は 12 月です。平成最

後の年末を元気に乗り切りましょう。

二宮　　登／旭区長下田康晴様、押見保志様、

片岡翔太様をお迎えして。

兵藤　哲夫／区長下田さん、ご一緒の押見さ

ん、片岡さんをお迎えして。

倉本　宏昭／旭区長下田さま、お忙しい折よ

うこそおいで下さいました。卓話よろしくお

願いいたします。

新川　　尚／下田区長、本日は宜しくお願い

します。

内田　　敏／旭区長下田康晴様、総務部区政

推進課課長押見様、総務部区政推進課企画調

整係長片岡様、お忙しいなかお出で下さり有

難うございます。本日の卓話よろしくお願い

致します。

関口　友宏／下田区長、押見課長をお迎えし

て。

太田　勝典／旭区長下田康晴様、卓話ご苦労

様です。区推進課長押見様、50 周年記念事業

ではお世話になります。

須藤　　亘／旭区長下田様、片岡様、押見様、

本日はお忙しいところ、ようこそいらっしゃ

いました。卓話どうぞ宜しくお願致します。

目黒　恵一／下田区長、押見課長、片岡係長

ようこそおいで下さいました。二俣川銀座商

店会、宜しくお願いします。

北澤　正浩／下田区長、押見課長、片岡係長

ようこそいらっしゃいました。卓話宜しくお

願い致します。

■卓話
○卓話者紹介　　　　　　　　　佐藤　真吾

横浜市旭区長　下田　康晴様

　1983 年に横浜市に入庁。

以降、政策局政策部長、経済局副局長、温暖

化対策統括本部長などを歴任され、2018 年度

から旭区長に就任されていらっしゃいます。

趣味はテニス。

「旭区誕生 50 周年 SDGS を先取りするまち」
              横浜市旭区長　下田　康晴様

〇 SDGS とは

　世界が抱える貧困問題、気候変動や生物多

様性、エネルギーなどの様々な問題を解決し、

持続可能な社会をつくるために国連で世界各

国が合意した 17 の目標と 169 のターゲット。
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　世界の都市人口が増加し続ける中、都市活

動の責任として SDGS の達成に取り組む必要性

がある。

　環境・経済・社会におけるあらゆる複合課

題をグローバルパートナーシップにより同時

解決していく視点が特徴。

〇　横浜市は SDGS 未来都市に選定

　横浜市は、平成 30 年６月に国から SDGS 未

来都市の選定を受けた。環境未来都市として

の実績を活かし、SDGS 達成に向けた都市モデ

ルの取組を発信していきたい。

〇旭区 50 年の人口の変化

　少子高齢化が進み、東京圏への転出が増加

した。特に最近の傾向として、社会増が認め

られるものの、市内他区からの転入が割合の

多くを占め、それを除くと社会減の傾向が現

れる。

　この傾向が続くと、サスティナブルなまち

の維持が困難となる恐れがある。

〇旭区 50 年で手に入れた魅力・財産

・水・緑・花に身近に触れ合える地域資源

＜例＞

1972 年　こども自然公園

1994 年　追分市民の森

1999 年　よこはま動物園ズーラシア

2017 年　里山ガーデン

・人を育むつながりを生む文化・スポーツ事業

＜例＞

1969 年～　旭区駅伝競走大会

　　　　　　（旭ズーラシア駅伝）

1980 年～　旭区民文化祭　旭区民スポーツ祭

1990 年～　旭ジャズまつり

2010 年～　ジュニアボランティア体験事業

2011 年～　旭区学校音楽祭

・子育て層等人口流入を受け止めた大規模団地

1968 年～　左近山団地、ひかりが丘団地

1970 年～　西ひかりが丘団地

1979 年～　若葉台団地

〇 SDGS の先取り

　旭区では、SDGS 未来都市・横浜の選定前か

ら、魅力的なまち、選ばれ続けるまちを目指

して、多様な担い手による地域課題の同時解

決を目指し取組を進めている。

＜例＞大規模団地再生

〇 50 周年を迎える今

　まちづくりの大きなうねりが起こり、旭区

は大きな変化の時期を迎えている。

＜例＞

相鉄線の都心直通化、鶴ヶ峰駅付近

（西谷駅～二俣川駅間）の連続立体交差化、

二俣川駅・鶴ヶ峰駅における再開発の動き、

旧上瀬谷通信施設の土地利用の検討

〇まとめ

「次世代に選ばれ続けるサスティナブルなまち

を目指して」

　高度成長期に急激な宅地開発、人口急増を

経験した旭区、誕生 50 年を経た今、持続可能

なまちに向けた複合課題に直面しています。

　一方で、相鉄線の都心直通化など、旭区の

まちが大きな変化を迎えています。

　旭区は、これまで育んできた魅力・財産を

磨き、新しく手にするインフラを活かして、

多様なパートナーとの連携で課題の同時解決

と、新たな魅力の創造にチャレンジしていき

ます。

　旭区誕生 50 周年を、旭区のサスティナブル、

子育て世代をはじめ多くの方に選ばれ続ける

まちづくりのスタートにします。

*サスティナブル Sustainable

持続可能であるさま。特に地球環境を保全しつつ

持続が可能な産業や開発などについていう。

「サスティナブルな社会作り」

■次週の卓話

　12/12 ㈬　職業卓話

　　　　　　宋　謹衣会員　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　週報担当　今野　丁三


