第 2 8 0 5 回（ 第 1 回 ）例 会

《合唱歌詞》演奏のみ

元京都ＲＣ

萩原

前田和一郎

奉仕の理想

元東京ＲＣ
英一

作詞

集いし友よ

作曲

奉仕の理想に

なりわい

「TOMORROW」

我等の業

前回 2804 回例会記録
令和 2 年 6 月 27 日（土）
点

鐘：鈴木

合

唱：「横浜南ロータリークラブの歌」演奏のみ

会

員

康昭 会 長

数

47（37）名

本日出席率

80.48％

本日出席数

33（30）名

6／13分修正出席率

81.57％

ゲスト： 栁沼

芳光

様（第５グループガバナー補佐 横浜瀬谷 RC）

		

下山

清隆

様（次年度ガバナー補佐 横浜南陵 RC）

		

犬井謙太郎

様（地区 R 青少年交換委員長 新横浜 RC）

		

横浜港南 RC

４名

		

根本

雄一

様（会長）

		

平山

滋也

様（会長エレクト）

		

尾形

達也

様（幹事）

		

青柳

民朗

様（次年度幹事）

		
本日の
BGM

御国に捧げん

クラブ奉仕関係委員会 活動計画発表
会員増強委員長
小野
哲
研修委員長
鈴木 康昭
出席委員長
宮田 彰久
プログラム委員長
田島 文男
親睦活動委員長
川﨑 智晴
合唱委員長
渡邉 義隆
クラブ会報委員長
小野澤寿一
広報・公共イメージ向上委員長
小原
淳
会場委員長
蒲
隆夫
戦略計画委員長
武居 正則

久遠の平和

◆次回（2020 年 7 月 11 日（土））例会予告◆

望むは世界の

槇 俊徳
岸 厚子
青木 理

いや輝きて

会 長
副会長
幹 事

員 会
会 長
委員会
委員会
員 会
会 長
幹 事

めぐる歯車

会長年度方針発表
副会長就任挨拶
幹事就任挨拶

会 長

永久に栄えよ

３.
４.
５.
６.
７.
８.
９.

鐘
槇
俊徳
唱 「奉仕の理想」演奏のみ
合 唱 委
ゲ ス ト の 紹 介
槇
俊徳
ビジターの紹介
親睦活動
スマイルの発表
親睦活動
出 席 報 告
出 席 委
会 長 報 告
槇
俊徳
幹 事 報 告
青木
理
卓
話

我等のロータリー

１. 点
２. 合

ロータリー

2020 年 7 月 4 日（土）

川崎西 RC

２名

		

棚部

哲男

様（会長）

		

鈴木

敬一

様（R 青少年交換カウンセラー）

— 61 —

		

≪委員会報告≫

R 青少年交換学生ホストファミリー

		

川口

秀隆

様

		

川口

承子

様

		

川口

翔太

様（R 青少年交換学生）

		

ルイス

		

横浜南 RAC

・ロータリー財団委員会

委員長

義久

委員長

様（R 青少年交換学生）
４名

・米山記念奨学委員会

市川

亜結

様（会長）

		

𠮷田

もも

様（副会長）

		

大久保彩音

様（会計卒会生）

		

野村

様（卒会生）

		

常男

宮田彰久会員よりご寄付頂きました。

		

ビジター：飯田

髙橋

洋史
信也

萩生田

宮田彰久会員よりご寄付頂きました。

≪第５グループガバナー補佐 挨拶≫

様（地区 R 青少年交換委員

第５グループガバナー補佐

横浜泉 RC 会長エレクト）

栁沼

芳光様

皆さん今晩は、この 1 年を振り返って、第 5 グループ
は前年度までの旧第 5 南グループと旧第 5 北グループが、

◎今週メークアップへ行った会員

一つのグループとなり 11 クラブのスタートの年になり

６／ 19 米山記念奨学会（蒲・武居

各会員）

ました。

６／ 22 拡大増強委員会（岸会員）

当初目標を、ガバナーとクラブのパイプ役として、風
通しが良いグループを目指してまいりました。

≪会長報告≫

鈴木

康昭

会長

前半は、横浜南ロータリークラブさんの奉仕活動を垣

１．轟ガバナーより、2022 － 23 年度ガバナーノミニー・

間見、個性あふれる行動を拝見しお呼びいただければ

デジクネート（2022 － 23 年度ガバナー候補）
、と
して、川崎南 RC より推薦のありました、志村

伺ってまいりました。

雄

治（しむら ゆうじ）氏の指名のご報告がありました。
２．先日６月 24 日（水）、台湾中区扶輪社ロータリーク

後半、新型コロナウイルス感染症で例会休会や、事業
中止になり、思うように協力できなかったことが残念で
す。

ラブよりいただきましたマスク 5,000 枚を、宮田副

また、5 月下旬に予定しておりました、11 クラブ合同

会長、水谷国際奉仕委員長、新堀会員と私で、南区

例会も中止となり、会長幹事会もようやく６月末に開催

役所に訪問し寄付をしてまいりました。

で、なんとか引継ぎを行うことが出来ました。

３． 次 年 度 の 地 区 大 会 の 日 程 が、11 月 ６・ ７ 日 か ら
2021 年 4 月 10 日（土）の一日開催に変更になりま

振り返ってみると、ずるずると年度末を迎え半分ほっ
としている部分もあり、複雑な心境で今日を迎えました。

した。
４．先日 6 月 24 日（水）、今年度

ともあれ、横浜南ロータリークラブの会員の皆様のご
国際大会が、バーチャ

ルにて開催されました。また、分科会につきまして

協力のもとガバナー補佐という立場に気を使っていただ
き感謝しております。

は、本日午前 2 時より開催されました。

皆さんに感謝申し上げ挨拶とさせていただきます。あ

５．誠に残念ですが、武内 俊郎会員が 6 月 30 日付で退

りがとうございました。

会となります。

≪幹事報告≫

藤田

伸哉

幹事

１．前回６月 20 日の会報に印刷ミスがありましたので、
本日再度お配りいたしました。ご確認お願いいたし
ます。
２．次回例会は 7 月ですので、服装は、ジャケット、ネ
クタイ自由となります。
３．他クラブより例会変更の案内がきております。詳細
は事務局にお問い合わせください。
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≪最終例会

挨拶≫

クを寄付として送ってくれました。
頂いたマスクは大切に有効活用したいとの思いから、

会長年次報告
会長

鈴木

康昭

６月 24 日に横浜市南区に寄付を致しました。
宮田副会長には、クラブ公認同好会を発足して頂き、
次年度以降、ますます充実したクラブ活動ができる下地
は作れたと思います。
本年度で中止になる青少年交換プログラムの最後の留
学生ルイス君を当クラブで預かっていますので、無事に
帰国できるまでは今年度が終了したと言えませんが、一
日も早く帰国できることを祈っています。
最後に会計についてのご報告ですが、会員数が減った
ため収入はマイナスになりましたが、活動が相次いで中

2019 ～ 2020 年度年次報告をさせて頂きます。

止になりましたので、本会計、預かり金、スマイル、す

まずは、会員の皆様一年間ご協力ありがとうございま

べてにおいて余剰金が出ました。このお金につきまして

した。本日お越しの柳沼ガバナー補佐には、何度も当ク

は、特に今年度で使うことはせず、次年度に繰り越した

ラブに足を運んでいただき、一年間ご指導いただきまし

いと思います。２年後に 60 周年事業も控えております

て、ありがとうございました。

し、予算の使い方は次年度で検討して頂ければと思いま

一年間の活動内容につきましては、二週にわたり各委

す。これで、会長報告とさせて頂きます。

員長さんに発表して頂きましたので報告は省略させて頂

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

きます。
本年度の活動を振り返りますと、58 年の横浜南 RC の
歴史の中で、これ程結果を残せなかった年度はなかった

副会長退任挨拶
副会長

かと思います。奉仕活動の数も例年の半分以下、例会数

宮田

彰久

も 31 回と創立の年を除けば最も少ない数であったと思
います。
これ程運がなかった年度はなかったのではないでしょ
うか。ゆかたミーティングでは台風の直撃を受け箱根か
ら帰れない騒ぎになり、クリスマス家族会は、２年前か
ら祝日を予約していたにもかかわらず天皇誕生日が変
わってしまったため平日開催となってしまい、また、毎
年恒例のもちつき大会も雨天中止、挙句の果てにコロナ
ウイルスの感染拡大により２月最終例会から５月いっぱ
退任にあたりまして、一言、ご挨拶申し上げます。

い例会中止、創立例会もできなくなりました。
そのような状況の中でも、会員の皆様には積極的に活

今年度はハプニングの連続だった様に思いますが、先

動に参加していただき、ルーキー会は久しぶりに復活し、

程会長が言った、結果を出せなかった一年でもなければ、

みなっち駅伝、サンタプロジョクトなどの社会奉仕活動、

不幸な出来事が続いた一年でもなかったですし、まして

絆プロジェクト、パレスチナでの植樹プロジェクトなど

や史上最低な一年でもなかったと思います。各委員長は

の国際奉仕活動を行う事ができました。

それぞれの委員会活動や事業を一生懸命行い、台湾のク

ロータリー財団、米山の寄付金も地区目標を達成させ
ていただき、皆様のご協力には本当に感謝いたします。

ラブとのパイプもできつつあり、一定の結果は出せてい
ると思います。

また、他のクラブとの友好を図るため、台湾にも訪問

コロナで 3 ヶ月間の休会と沢山の事業を中止せざるを

させて頂きました。これは、まだクラブの公式の活動で

得ない状況になり、難しい判断や決断をしなければなら

はありませんが、台北市中区ロータリークラブが横浜の

ない場面が多々ありました。その都度会長を中心に、時

コロナウイルスの感染を心配してくれて 5000 枚のマス

には会長の判断で、時には三役で、時には理事会で物事
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を決めてきました。会長と意見が合わないこともありま
したが、皆様から色々なご意見やご批判も頂きました。

皆様にお礼を申し上げて退任の挨拶に替えさせて頂き
ます。ありがとうございました。

ご批判に関しては、安倍総理じゃないですけど、真摯に

≪次年度会長

受け止め、責任を痛感したいと思っています。

挨拶≫
会長エレクト

私は会長でないので、こんなことを言うのも何ですが、

槇

俊徳

前例のないことが多かったので、皆様に行き届かない点
もあったかと思いますが、ただその都度、最善な判断を
してきたつもりではいます。進んだ方向は大きくは間
違っていなかったかなと思っております。
この一年間の副会長の仕事としては、情報集会の開催
があります。春は開催できませんでしたが、秋の情報集
会では、例会の席順のシャッフルと同好会の設立につい
て皆様からのご意見を頂きました。武居会場監督にご尽
力頂き、コロナで 2 回しか程実施できませんでしたので、
鈴木会長、宮田副会長、藤田幹事、大変お疲れ様でし

次年度も継続して頂ければと思います。同好会に関して
は、ベイスターズ同好会とホリデーゴルフ同好会の承認

た。ありがとうございました。

を理事会で頂きました。ホームページのトップページに

皆様の意思を引き継ぎ、次年度頑張りたいと思います。

同好会紹介のバナーを作りましたので、ご覧頂ければ幸

さて、今年度の RI のテーマは、ロータリーは世界を
つなぐでした。2020-21 年度のテーマは、ロータリーは

いです。
そして、副会長として会長と幹事のサポートを一年間

機会の扉をひらくとなっております。流れを考えますと、

してきたつもりです。鈴木会長と藤田幹事にとって、宮

繋がったあとに機会の扉開けることになるかと思いま

田は煙たい存在だったかと思います。ちょっと出しゃ

す。次年度におきましては、我がクラブでもクラブテー

ばっちゃったかなと反省している部分もあります。会長

マを掲げたいと思っております。
クラブテーマは、“寛容と涙” にしたいと思っており

とは意見が衝突することも度々ありましたが、折れない
ところは折れない、頑固な強さは見習いたいと思います。

ます。詳しくは次週の会長方針説明時に説明させて頂き

藤田幹事は私より良く寝ていたと思いますが、幹事に

ますが、ロータリーとは、といった場合、職業奉仕、社

とって宮田はうるさい存在だったと思います。ただ、藤

会奉仕、国際奉仕での活動や、毎回例会へ出席して親睦

田幹事の書くスマイルのコメントはいつも暖かく、ほの

を深めるなど、様々な活動がありますので、一言で述べ

ぼのと聞いておりました。お二人と一緒に仕事させて頂

るのは非常に難しいです。しかし、活動しているロータ

いて、今年また一つ成長させて頂きました。コロナとお

リアンを寛容な人々の集まりと言えるかと存じます。次

二人に鍛えられました。ありがとうございます。

年度におきましては、第 2590 地区の次年度ガバナー補

コロナでかなりのものが吹っ飛びましたが、何とか今

佐であられる下山様の元、我が横浜南 RC は、提唱して

日という日を迎えることができました。一時は例会開け

いるローターアクト、インターアクトのロータリーファ

ずに今年度終わってしまうんじゃないかと思った時期も

ミリィ一丸となって、OneTeam で奉仕活動に励みたい

ありましたので、最終例会が例年通り夜間にできて、安

と思っております。

堵しています。そして個人的にも中途半端な一年だった

最後に、このような機会を与えてくださった各会員の

なという気持ちがある反面、やれることはやり切ったと

皆様に感謝申し上げると共に、ご指導ご鞭撻をお願いし、

いう充実感もあります。

次年度会長挨拶とさせていただきます。ありがとうござ

最後に会長、幹事は勿論、理事役員の皆様、各委員長

います。また、次年度宜しくお願い申し上げます。

様、事務局の由美さん、橋本先生、田邉さんはじめロー
ズホテルの皆様（ローズホテルにはコロナ禍での例会開
催に本当に色々ご協力頂きました）、栁沼ガバナー補佐、
皆様のお陰様で副会長として今年度を終えることができ
ました。
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≪次年度会長

引き継ぎ式≫

鈴木康昭会長より

≪スマイルレポート≫

槇俊徳次年度会長へ

栁沼芳光様（第５グループガバナー補佐 横浜瀬谷 RC）
：
皆さん今晩は、コロナウイルスで、ロータリー活動も
ままならない状態ですが、時は刻々と進み本年度もあ
と３日もするといよいよ次年度が始まります。本日は
一年間の御礼の挨拶に伺いました。ご協力ありがとう
ございました。７月から私はクラブでじっとしており
ますけど、横浜南ロータリークラブさんの第５グルー
プの基幹クラブとして、益々のご活躍をお祈りしてお
ります。
下山清隆様（次年度第５グループガバナー補佐 横浜南
陵 RC）
：本年度３役の皆様ご苦労様でした。次年度は

≪乾杯≫

北島

達也

会員

よろしくお願いします。
犬井謙太郎様（地区青少年交換委員長 新横浜 RC）
：青
少年交換委員長としてルイス君に修了証を手交しに参
りました。
飯田信也様（会長エレクト 横浜泉 RC）
：横浜泉 RC の
飯田信也です。本日はよろしくお願い致します。
棚部哲男様（川崎西 RC 会長）鈴木敬一（川崎西 RC
YZ カウンセラー（青少年交換）
）
：本日はお招き頂き
ありがとうございます。
市川亜結様（横浜南 RAC 会長）𠮷田もも様（横浜南
RAC 副会長）大久保彩音様（横浜南 RAC 会計卒会生）

≪ロータリー青少年交換学生 ルイス君
修了証書授与式≫

野村洋史様（横浜南 RAC 卒会生）
：最終例会おめでと

犬井謙太郎地区青少年交換委員長より

す。１年間サポート頂きありがとうございます。次年

うございます。本日はお招き頂きありがとうございま
度も引き続きよろしくお願い致します。
鈴木康昭会長・宮田彰久副会長・藤田伸哉幹事：不慣れ
な点が多々ありましたが、１年無事に終わることがで
きました。ご協力ありがとうございました。ギリギリ
合格点を頂ければ幸いです。次年度、
槇会長、
岸副会長、
青木幹事、しっかりと引き継ぎます。宜しくお願いし
ます。
藤田伸哉会員：１年無事に終了しました。きっと鈴木会
長、宮田副会長の足を引っぱったと思います。お許し
ください。少しコロナの心配もありますが、一区切り
として大いに飲みましょう。
石田健二会員：コロナ騒ぎで、年度後期は異常事態の中
での例会運営でしたが、休会の素早い決断、例会再開
催の行き届いた対応など鈴木会長以下理事役員の皆さ
ん、本当にお疲れ様でした。
関野敬博会員：鈴木康昭会長さん、藤田幹事さん、宮田
副会長さんはじめ、各委員会委員長また会員の皆様に
は一年間お世話になり、ありがとうございました。
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北島達也会員：最終例会に無事に出席出来ました。

福本学会員：①川口さんファミリー、ルイス君、東田君

小原淳会員：三役並びに役員、理事の皆様、各委員長の

ようこそいらっしゃいました。棚部会長、鈴木会長、

皆様一年間ありがとうございました。

川口さん、ルイス君のホストファミリーありがとうご

平野忠弘会員：①先週は思いも寄らず、金婚式のお祝い

ざいました。雄一郎さん、宮田さん、岸さん、先日は

を頂き恐縮の至りです。綾小路きみまろではないけれ

ご馳走様でした。②鈴木会長、宮田副会長、藤田幹事、

どあれから 50 年！！感性も価値観も違う２人が良く

台風やコロナがあった一年間大変お疲れ様でした。あ

持ったと思います。みんな家内のおかげですネ。ただ、

りがとうございました。犬井青少年交換地区委員長、

ただ、感謝！！②鈴木康昭会長はじめ、３役の皆さん、

飯田委員、地区委員会では大変お世話になりました。

そして各委員長さん、コロナのおかげで散々でしたね。

ありがとうございました。本日ルイス君の修了式よろ

これも一つの思い出です。本当に御苦労様でした。謹

しくお願いいたします。

んで御慰労申し上げます。

松井俊彦会員：鈴木会長、宮田副会長、藤田幹事一年間

宮川洋一会員：鈴木康昭会長、宮田副会長、藤田幹事、
一年間ありがとうございました。３ヶ月以上の特別休

お疲れ様でした。コロナ君さようなら！
髙橋常男会員：スマイルに協力して。お疲れ様でした。

会もあり、記憶に残る年度になりましたね。

新たなスタート、頑張りたいと思います。

蒲隆夫会員：鈴木会長、宮田副会長、藤田幹事さん、又、

渡邉洋子会員：三役の皆様一年間お疲れ様でした。あり

理事・役員・委員長の皆様、本当に一年間ご苦労様で
した。

がとうございました。
小野哲会員：鈴木会長、宮田副会長、藤田幹事、一年間

松宮宏行会員：鈴木会長・三役、他理事・役員の方、一

お疲れ様でした。次年度の三役の皆様よろしくお願い

年間ご苦労様でした。激動の年度でしたね。

致します。

武居正則会員：三役の方、一年間お疲れ様でした。会場

佐藤一明会員：鈴木会長、宮田副会長、藤田幹事、三役

委員会の皆様ご協力ありがとうございました。

の皆様一年間お疲れ様でございました。お陰様にて入

水谷透会員：鈴木康昭会長、一年間ありがとうございま

会初年度を不安無く過ごす事ができました。次年度槇

した。コロナ禍の中お疲れ様でした。

会長、宜しくお願い致します。

川﨑智晴会員：コロナに耐えてよく頑張った！！感動し

井原裕一会員：ロータリーに迎えていただいて初めての

た！！

夜間例会です。入会の翌月からコロナ休会でまだ３ヶ

萩生田義久会員：鈴木康昭・藤田・宮田指令部、又、各

月しか在籍してない気分ですが、これからはフルに頑

委員長１年間ご苦労様でした。

張っていきますのでよろしくお願いします。

鈴木隆保会員：スマイルに協力して。鈴木康昭内閣１年

小野澤寿一会員：スマイルに協力して。

間お世話かけました。

本日のスマイル

47 件

渡邉義隆会員：スマイルに協力して。鈴木内閣一年間お
疲れ様でした。

（今月の会報担当

宮田彰久会員：一年間、皆様のご協力に感謝申し上げま
す。

坪居みか子）

≪お疲れ様でした≫
2019-20 年度

岸厚子会員：ルイス君、青少年交換学生として、一人だ

三役

鈴木康昭会長・宮田彰久副会長・

け残っても今まで頑張りましたね。修了書授与、おめ

藤田幹事、大変お疲れ様でございました。ありがとうご

でとう。地区青少年交換委員長

ざいました。

犬井様、本日はわざ

わざありがとうございます。
角井幸一会員：鈴木会長、宮田副会長、藤田幹事、一年
間お疲れ様でした。
田島文男会員：会員増強の委員の皆様、一年間お世話に
なりました。
青木理会員：鈴木会長、藤田幹事、宮田副会長、一年間
ご苦労様でした。
青柳隆之会員：鈴木康昭会長、藤田幹事、宮田副会長、
並びに委員長の皆様、一年間お疲れ様でした。
槇俊徳会員：鈴木会長、宮田副会長、藤田幹事、大変お
疲れ様でした！ありがとうございました。
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