
■司　　会　ＳＡＡ　宋　　謹衣

■開会点鐘　会　長　田川　富男

■出席報告

■本日の欠席者
福村

■他クラブ出席者
新川 ( 地区 )

■ビジター
下山　清隆様 (20-21 年度第 5G ガバナー補佐 )

柳沼　芳光様 (19-20 年度第 5G ガバナー補佐 )

福羅　博行様 ( 横浜南陵 RC 副会長 )

■ゲスト
林　　悦さん ( 米山奨学生 )　　

■８月誕生記念祝

増田嘉一郎会員　　　　9.20

– 1 –

２０２０年９月９日 第２４２５回例会　VOL. ５２　No. ５

本日の出席数　 　23 名

本日の出席率   95.83％

会員数　　　  25 名

修正出席率  　  87.5％

■ 会 長 報 告　　　　　　　　　　　　　　　

　今回の台風 10 号は沖縄・九州方面自然災害

を及ぼしました。気象庁の発表では今までに

経験した事のない台風で今世紀最大級の台風

だったとの事です。被害に遭われた皆さんに

はお見舞いを申し上げます。

　残暑の中、下山ガバナー補佐をおむかえし

て、来会に感謝申し上げます。そして柳沼直

前補佐、お礼参り、ご苦労様です。後ほどお

話を頂きたいと思います。このような時期で

のクラブ訪問も大変と思います。また、第 5

グループは 2590 地区の中でも 11 クラブと多

く各クラブ訪問とガバナー公式訪問の段取り

も大変であろうと察します。ガバナー及び地

区との接点はガバナー補佐からの情報から始

まると感じます。

　国では７年以上の長期政権が代わる事にな

りましたが、ロータリークラブでは各年度ご

とに全てが一新することで常に活性化されて

います。新ガバナーにとってはガバナーの考

え方を各クラブに周知していただくことは大

切であり、各クラブからの要望等を受けてい

ただけるのはガバナー補佐の役割と思ってい

ます。本日はガバナー公式訪問に向けて３回

目のクラブ協議会を開催いたします。このよ

うな時期ですので時短の協議会となり、下山

ガバナー補佐にはクラブ計画書の確認をいた



行委員会では来年度の大会をより充実したも

のとするよう引き続き努めてまいりますので、

なにとぞご理解くださいますようお願い申し

上げます。

　　　　 旭区駅伝競走大会実行委員会事務局

■地区米山記念奨学委員長会議報告　　　  　
　　　　　　　　　　　　　　　  齋藤　善孝

日時　2020 年９月４日 15 時～ 17 時

場所　メモワールプラザソシア 21 ウイング

第１部

・地区役員紹介、ガバナー他３名役員挨拶

・研修、地区米山記念少額委員長より

　　米山記念奨学事業についての説明

第２部

・米山学友委員会活動方針について

・米山選考委員会活動方針と選考方法につい

　て

・米山奨学金増進委員会活動方針について

・質疑応答

○地区の目標

・寄付　会員一人当たり

　　　　普通寄付　　5,000 円以上

　　　　特別寄付　 20,000 円以上

　　　　合計　     25,000 円以上

・世話クラブ　奨学生への支援

・各クラブ　  学友への支援

　前年度の全国寄付の平均は 15,828 円、

　2590 地区は 28,210 円で全国１位となった

　との報告がありました。

■栁沼前 G 補佐より挨拶と紹介

　本来ですと６月までに２つのことをクリア

しなくてはなりませんでした。このコロナ感

染症のことで２つの事が出来ませんでした。

その一つは５月に予定しておりました 11 クラ
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だきまして、各委員の発表は委員会名および

委員長名を申し上げてください。また、ガバ

ナー補佐に要望等のある委員長は手短に強く

要請してください。補佐よりアドバイスを頂

ければ幸いです。

　次回は９月 23 日は吉田隆男ガバナーをお迎

えしての例会となります。全会員の出席をお

願い致します。尚、例会上は二俣川ライフの

コミュニティーサロンにて開催、食事を用意

しております。お間違えなきようご注意くだ

さい。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜港南ロータリークラブよりお知らせ

　コロナ禍に苛まれ、今年の猛暑と本当に大

変な夏でした。皆様如何お過ごしでしょうか。

爽やかな秋が待ち遠しいですね。

　当クラブの例会につきましては常時月４～

５回開催しておりましたが、８～９月は毎月

第１・第３の水曜日のみ隔週で例会を行って

おります。尚、食事はご用意致します。８月

末に港南区内でコロナの発生が相次ぎ、10 ～

12 月につきましても例会を第１・第３の水曜

日で行う事になりました。何卒ご理解くださ

いますようお願い致します。

○横浜港南台ロータリークラブ

日時　９月４日㈮通常例会

　　　点鐘　12 時 30 分

場所　せんざん本店港南台店

日時　９月 11 日㈮同上

日時　９月 18 日㈮同上

日時　９月 25 日㈮夜間例会

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　９月 22 日㈫祝日休会

○横浜南ロータリークラブ

日時　９月 19 日㈯休会

○神奈川東ロータリークラブ

日時　９月 18 日㈮通常例会

　　　直前会長・幹事慰労会

■第 51 回旭区駅伝競走大会中止のご報告　　
　昨今の新型ウイルス感染症の拡大の状況を鑑

み、 やむなく中止することといたします。

　例年ご協賛をいただいております皆様には

急なお知らせとなり申し訳ございません。実
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ブ合同例会。もう一つは本年度のＧ補佐のご

紹介をしなくてはならかったことです。実は

11 クラブ中３つしか前年度中にご紹介できま

せんでした。本日がその最後のクラブとなり

ます。一年間ご協力していただきまして、あ

りがとうございました。

　ここで改めてご紹介させていただきますが、

一昨年度増田ガバナー補佐と同期で、第５南

のガバナー補佐をされておりました横浜南陵

RC の下山清隆さんです。

■今年度 下山 G 補佐挨拶
　只今ご紹介して頂きました下山でございま

す。2018-19 金子年度、増田さんと第５グルー

プ北と南二人で務めさせていただきました。1

年空けてどうしてもやらなくてはならなくな

り、再登板となり一年間務めさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いします。

■災害対策委員会報告　　　　　  佐藤　真吾

　　左から：佐藤会員、國場病院長　五十嵐会員

　聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院への

フェイスシールド寄贈（第三弾）について

・5/25 の 4 ケース（480 セット）

・6/24 の 4 ケース（480 セット）に引き続き、

・9/2 に 3 ケース (360 セット )

　を聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院に

寄贈して参りました。これで 11 ケース（1320

セット）の寄贈となります。当クラブから災

害対策委員長である佐藤真吾と副委員長の

五十嵐会員で伺いました。

　　３回目となる今回は、あらためて福村さん

に連絡を取っていただき、國場病院長に直接

お渡しさせていただきました。

　國場病院長から、「継続して支援していただ

き、本当に有り難うございます。」と感謝の言

葉をいただきました。私どもからは、「コロナ

禍の中での支援について、病院側から何か要

望があれば、クラブで検討させていただきま

す。」とお伝えさせていただきました。

■ロータリーの友 8 月号を読んで 佐藤　真吾

【横組み】

＜ RI 会長メッセージ＞（P3）

１）ロータリーは世界的なパンデミック（感

染爆発）に直面しても、その適応能力を示せ

た

２）会合をオンラインに変え、奉仕の新しい

方法を見つけた。ホノルルでの国際大会を中

止し、初のバーチャル国際大会を開催。例会は、

従来の対面式に加えて、スマホやパソコンを

使ったオンライン方式でも行われている。

３）活動の参加形式にいろいろな選択肢があ

れば、会員は参加し続け、ロータリーが他団

体とは違うことが地域社会にわかってもらえ

る。規則にこだわるよりも、さまざまな方法

で集うことにロータリーが重点を置くように

なったことを喜ぼう。

　当クラブもこのコロナ禍を例会や活動の参

加形式を考える良い機会と捉えて、さまざま

な方法・選択肢を検討してみてはどうか。

＜特集「私がロータリーを続ける理由、そし

てその魅力」＞（P7 ～ 11）

・仙台青葉 RC 大江勝雄さんの投稿

　5/27 に 3 か月ぶりに開催した例会の様子

この例会は会長の意向で正式な例会とはしな

いとのことで、クラブに顔を出せないくらい

大変な状況の会員には、メークアップ義務を

負わせないようにした。とはいえ出席率も良

く、気分の盛り上がった集まりだった。

　当クラブの 6/10 の例会が思い出される（当

日は 25/27 出席・欠席は今野・大川）

　横浜旭ロータリークラブ会員の「ロータリー

愛」を感じた瞬間だった

　情報集会のテーマにしてみてはどうか

　※炉辺会合について（P9）

＜ 2020 年ロータリーバーチャル国際大会＞

（P18 ～ 21）

・YouTube 動画

第 1 回本会議：ロータリーと共に「ちから」

をつなごう（Together We Connect）



– 4 –

うな大変な時期にご訪問いただきまして、有

難うございます。

二宮麻理子／下山様、柳沼様、福羅様、よう

こそ。

安藤　公一／下山様、福羅様、柳沼様ようこそ。

本日のクラブ協議会よろしくお願い致します。

五十嵐　正／柳沼前ガバナー補佐、昨年は大

変お世話になりました。下山ガバナー補佐、

本年度宜しくお願いします。

吉原　則光／第 5 グループガバナー補佐、下

山清隆様、連日の猛暑のところご多用の中お

いでくだされ有り難うございます。

増田嘉一郎／①下山ガバナー補佐、本日のご

指導宜しくお願いします。②今年も同時に夫

婦の誕生祝をいただきました。共に頑張って

いきます。

北澤　正浩／本日のクラブ協議会、よろしく

お願い致します。

二宮　　登／市下山第 5 グループガバナー補

佐をお迎えして。

青木　邦弘／友人が浮気がバレて執行猶予中

です。関口さんに話したらドジな友人だね、

と言われました。

新川　　尚／下山様、柳沼様、福羅様、林さ

んようこそ！

兵藤　哲夫／①総てのゲストの皆様ようこそ。

②週報に私の雑感が載りました。読んでみて

下さい。

齋藤　善孝／下山様、柳沼様ようこそ。

関口　友宏／柳沼さん、前年度はお世話にな

りました。下山ガバナー補佐、本年度は宜し

くお願い致します。

宋　　謹衣／本日、私と一緒に林さんが SAA

を担当させていただきます。よろしくお願い

致します。

佐藤利明・佐藤慎吾／下山ガバナー補佐、横

浜南陵 RC 福羅さん、当クラブへようこそ。柳

沼前ガバナー補佐、昨年度は大変お世話にな

りました。米山奨学生林さんようこそ。

市川　慎二／下山様ガバナー補佐、柳沼前ガ

バナー補佐、福羅様をお迎えして。林さんよ

うこそ。

柳沢　哲也／お客様、ようこそ、いらっしゃ

第 2 回本会議：ロータリーと共に学びを深め

よう（Together We Learn）

＜エバンストン便り＞（P45）

・「環境の保全」が新しい重点分野に

　過去５年間、財団のグローバル補助金では、

1,800 万ドル（約 19 億 4,000 万円）以上が環

境に関連したプロジェクトに充てられてきた。

環境を支援する別個の重点分野を設立するこ

とで、ロータリアンが世界中の地域社会で好

ましい変化をもたらし、より大きなインパク

トを生み出す一助になる。

【縦組み】

＜友愛の広場＞（P12 ～ 16）

・「埼玉県立所沢高等学校 IAC 認証状伝達式」

　入間 RC 後藤賢治さん

　IAC 会長・中島萌栞さんの挨拶

　神奈川県立看護福祉高等学校 IAC 設立に向

　けてのメッセージとして届けてはどうか

■故後藤会員、奥様靖子様よりお礼の言葉
　前略、ごめんくだいさいませ。ご無沙汰い

たしております。創立 50 周年、誠におめでと

うございます。

　私共にまで記念誌を送り下さいまして感謝

の気持ちでいっぱいです。いろいろ懐かしく

思い出がよみがえる事がたくさんございまし

た。亡き夫と私にとって大切な一冊になりま

した。これからも、60 年 70 年と 100 年と続

きますこと信じております。

　皆様方のご健康とご活躍を願って私のお礼

の言葉に代えさせていただきます。有難うご

ざいました。   2020 年８月 25 日　後藤靖子

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

柳沼芳光様 ( 前ガバナー補佐 ) ／皆さんこん

にちは。本日は昨年末にご紹介出来なかった

2020-21 年度ガバナー補佐の下山さんのご紹

介に伺いました。本年度も引き続き地区への

ご協力をお願い致します。

下山清隆様 ( 今年度ガバナー補佐 )・福羅博
之様 ( 横浜南陵 RC) ／本日は宜しくお願い致

します。

田川　富男／第５グループガバナー補佐下山

清隆様、横浜南陵 RC 副会長福羅様、直前ガバ

ナー補佐柳沼様、米山奨学生林さん、このよ



いませ。一週間程、聖マリアンナに入院して

いました。前回の例会、欠席してしまいました。

まだまだ暑い日が続きますが、頑張っていき

ましょう。

岡田　　隆／おかげ様で、岡田清七が健康で

米寿を迎える事ができました。残暑厳しい毎

日ですが皆様の身体、お気をつけてお過ごし

下さいと伝言を頼まれました。

■クラブ協議会講評　　　　  　　下山Ｇ補佐

　ちょっとかいつまんで、お願いとともに意

見を述べさせていただきます。

　親睦委員会ですがいろいろと企画されてい

ると思いますが、くれぐれもコロナに注意し

て実施出来るものは極力実施して頂きたいと

思います。

　吉田ガバナーもロータリーは親睦と職業奉

仕という２大看板で考えておりますので、何

か障害が出ると大変なことになりますので、

くれぐれも用意周到のもとで、是非素晴らし

い親睦活動をしていただきたいと思います。

　プログラム委員会ですが、昨日２回目の G

補佐連絡協議会がございまして、そこで地区

に卓話バンクというものがありまして、その

活用率が非常に悪いので、地区の方の方もも

う少し宣伝をするそうですが、各クラブにお

いて卓話者の困った時は、是非活用してくだ

さいとのことです。

　会員増強ですが、吉田ガバナーは数字は一

切言いません、そこで何が一番重要かと言え

ば退会者を 0 にしていただきたい、そこは努

力が出来るのではないか、当然新会員を入れ

ることは相当の努力は必要ですが、その努力

より退会者をなくす努力の方が楽なのではな

いかとうことで、先ずは退会者 0 を第１目標

としてください。

　青少年活動ですが、是非ともインターアク

トを、今期２クラブインターアクトの活動を

したいと計画しております。旭ともう一つあ

りますが、そこも止まっているようです。是

非とも先生と打ち合わせをする時間を取って

いただいて、具止めないで進めてください。

　チャリティーコンサートもう 10 年されてい

るそうですが、今後とも続けていってほしい

と思います。

　災害対策委員会ですが、こういう組織は横

浜緑さんも作っておりまして、地区でも 2,000

円の募集がありましたが、緑さんは自分達で

熊本の方にすでに義捐金を送っていて、何が

違うかと申しますと、地区だと遅いというこ

とです。そのかわり地区の 2,000 円の協力は

しませんとのことです。ガバナーも承認され

ています。

■会報番外記　　　　　　　　　

　「ロータリーの友から見たロータリー」　　

　　　　　　　　　　　　　     吉原　則光

①ロータリーとは

　新しい自分になれるロータリー

　人生をロータリーと共に生きていく

　人材を熟成しているロータリー

　お蔭さま人の恩知るロータリー

　認知症の予防にもなるロータリー

　ロータリアン何があってもワンチーム

②例会は

　週一の例会楽し三世代

　寒いけどクラブに来れば暖かい

　載った月例会楽しロータリー

③会長・幹事は

　新会長点鐘の的定まらず

　親子二代新会長の歯切れ良さ

　下戸なれど笑い上戸で名幹事

④柳壇は

　初詣「友」の掲載お祈りし

　柳壇に人生の縮図垣間見る

　　　　　　　　　( 作者名・掲載日は省略 )

■次週の卓話　

　10/7 ㈬米山フォーラム　 斎藤　善孝会員

　　　　　　　　　　週報担当　斎藤　善孝

– 5 –



– 6 –

2 0 2 0 年 度 ７ 月 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

22日

％
89.4

安　藤　公　一

青　木　邦　弘

福　村　　　正

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　正

北　澤　正　浩

倉　本　宏　昭

増　田　嘉一郎

目  黒  恵  一

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

太　田　勝　典

岡　田　　　隆

齋　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

嶋　崎　宏　幸

関　口　知　宏
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100

宋                    謹      衣

田　川　富　男

内　田　　　敏

柳　沢　哲　也

吉　原　則　光

名　誉　会　員

   

  

％
91.3

－出席規定免除－
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名　誉　会　員

岡    田   清   七 名　誉　会　員

－出席規定免除－
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高　梨　昌　芳

矢　田　昭　一

－出席規定免除－


