2019-2020 年度 RI テーマ ：ロータリーは世界をつなぐ〜ROTARY CONNECTS THE WORLD〜
HIRATSUKA RC テーマ
：つながり

平塚ロータリークラブ 週報
Hiratsuka R.C. Weekly
１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
会長 : 清水 裕

副会長 : 柏手 茂

2019 年 11 月 7 日

第 3231 回

例会日
会 場
事務局
連絡先

週報第 3231 号

対象者 62 名 出席者

46(44) 名
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本日の卓話者ご紹介
小此木 歌藏様
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グランドホテル神奈中 2F
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果を生み出すには、客船の誘致が必要だと考えました。
客船の誘致を地元の経済と結び付け、税収も上げられる
ような商売を考えなければならないというのが私達の基
本的な考えです。その目的達成の為に、客船誘致戦略会
議を作りました。
【ヨコハマハンマーヘッドプロジェクト】
横浜市港湾局、横浜港振興協会、横浜川崎国際港湾で
構成する「客船誘致戦略会議」は、客船の誘致を中心に
横浜の経済を活性化する為に様々な議論を重ねています。
課題克服の為のチェックリストを作成しました処、千項
目にも及びました。今それをひとつひとつつぶす作業に
入っています。

卓話

「観光都市横浜を目指して」
〜横浜港の新たなる挑戦〜
横浜振興協会 副会長
大さん橋国際客船ターミナル共同事業体
代表責任者 小此木 歌藏
【大さん橋を盛り上げる】
今から３年前の４月１日から大さん橋の指定管理に入
りました。私が代表となって一番驚いたことは、道路渋
滞のひどさです。大型客船は朝７時頃到着するので、乗
客はバスやタクシーに乗って観光地に行き、５時頃には
戻ってこなければなりません。しかし、渋滞のせいで、
わずか２５０ｍ進むのに１時間かかることがよくありま
した。もし、自分自身が外国でこのような扱いを受けた
ら、二度とこんな所には来ないと思うでしょう。私は１５
年間もこのような状況が放置されていたと聞いて愕然と
しました。そこで、所轄の警察に話をして、客船が入っ
た時だけでも、開港前広場の交差点のタイミングを１分
ほど延ばしてもらえないかとお願いし、渋滞問題はすぐ
に解決することができました。
【客船誘致活動】
私達は大さん橋や横浜港の来場者数を増やし、経済効

この度、横浜岡田屋をはじめとした 7 社で新港ふ頭
客船ターミナル株式会社を設立し、そのターミナルビル・
ハンマーヘッドは１０月３１日にオープンしました。税
関などのＣＩＱ施設、食を中心とした商業施設、ホテル
などが入り、乗船前後の宿泊客も含め、集客を図ろうと
考えています。横浜港の益々の発展を目指して、このビ
ルの経営をしていきたいと考えております。
卓話者ご紹介

小此木

歌藏（おこのぎ うたぞう）様

現在の主な役職
株式会社小此木 代表取締役社長
（一社）横浜振興協会 副会長
大さん橋国際客船ターミナル共同事業体 代表責任者
（一社）日本倉庫協会 副会長 神奈川倉庫協会 会長
横濱ロータリークラブ 理事

卓話される小此木様

平塚ロータリークラブ 週報 3231 号
さんのテーブルで回しておりますので、出欠席の記入を
お願いします。現在6名が参加になっております。宜しく
お願いします。

幹事報告
◎20日
（日）の地区大会、本会議で長寿会員のお祝いの品を
前回欠席されました小泉会員と升水富次郎会員に本日
お渡し致しいたします。
おめでとうございます。
◎12月7日（土）に開催されます「地区新会員の集い」の
テーマが決まりました。
テーマは「プロジェクトX挑戦者たち」
きみのXはどこで輝く？ です。
内容は①「世界を変える行動人」大谷新一郎 地区研修委員長
②「笑顔と夢のハーモニー・シキホールにメロデ
ィーを」 平塚湘南RC 井出隆夫会員
が講演されます。会費は\5,000です。
入会3年未満の会員で、
まだ申し込まれていない方は本日
中に事務局へご連絡をお願いいたします。
◎先月、地区大会の前に起きました台風15号、19号は多く
の被害と犠牲者の方があり、当地区内でも相模原、箱根に
おいて多大な被害がでております。
そこで、当地区内、
また該当する地区に対して支援をする
こととなりましたので、皆様からの義捐金のご協力をお
願いいたします。今回は被害地が広範囲となりますので、
お一人1,500円以上のご寄付をお願い申し上げます。
義捐金箱を回しますので、
ご協力をお願いいたします。
◎来週の11月14日
（木）は夜間例会となります。
例会場は通常例会場のグランドホテル神奈中、百合の間
です。18:30点鐘となります。
お間違えの無いようお願い致します。

横濱 RC 前会長でもある
小此木様と清水会長

・会員研修委員会
飯塚和夫副委員長
本日11/7、午後6時よりラスカのアマルフィーガーデンで
入会3年未満の方を対象とした研修会を行う予定になっ
ております。欠席で回答を出されている方で、今日都合が
つくよと言う方がいらっしゃいましたら、事務局の方に一
言声を掛けて頂きたいと思います。今村委員長に代わっ
てお願いであります。宜しくお願い致します。
・プログラム委員会 関口幸恵副委員長
来週11/14は夜間例会になります。夜間例会では森幹事
からご紹介頂きましたChisa様とピアノ担当で横山様の
お二人をお招きしまして皆さんで音楽を楽しむ例会にし
たいと思います。
ジャズとかいろいろ演奏して頂きますの
で、皆様、奮ってご参加お願いします。11/21は移動例会
で企業訪問。11/28は定款で休会です。12月は情報集会
やクリスマス例会等がございますので、令和元年のプロ
グラム委員会からの御提供は次回が最終になります。そ
して年が明けまして1/9にニューイヤーコンサートがあり
ますので、
また宜しくお願い致します。
有難う御座いました。
・雑誌委員会
石井允三幸委員長
当月紹介する記事は、縦書き４Pの「ポリオ根絶に向けて
我がクラブの先輩」
です。入会歴の浅い会員にもポリオ根
絶に対する理解が進む記事です。記事は東京麴町RC元会
長久保田氏の今年の2月のIM基調講演です。
ポリオ根絶活動が、RI全体の活動になる源流の一つが東
京麴町RCの山田、峰両先輩のご努力あったという記事
です。是非ご一読お願いします。

米山奨学金を
会長より丁煥哲君にお渡し

委員会報告
・職業奉仕委員会 清水雅広委員長
再来週11/21に例会がございますが、
その後、企業訪問を
今年も行いたいと思っています。
ご案内が遅くなってしま
いましたが、テーブルの方に出欠のご案内をお配りして
ありますので、本日わかる方は〇×を入れて頂ければと
思います。場所は横浜にあります国際フード製菓専門学
校という事で、清水会長にご紹介頂きました。製菓お菓子
関係の専門学校の視察をします。2時間少々を訪問した後
に、夕方山手にあります森幹事一押しの「エリゼ光」でフ
レンチのフルコースの予定です。本日夕方までに、FAXま
たはメールで詳しい出欠案内をお送りします。
・姉妹クラブ委員会 鈴木忠治委員長
今月28,29,30で台北東海ロータリークラブと、台南東ロー
タリークラブを表敬訪問します。最終の出欠席を今日皆
クラブ会報委員会

◎ 瀬尾 光俊

○ 丸茂 淳

メークアップ（MUP)

0名

本日のスマイル

22名

ゲスト

4名

横濱ロータリークラブ前会長
小此木歌藏（おこのぎ うたぞう）様
横濱ロータリークラブ
宮林雄彦（みやばやし おさひこ）様
神奈川倉庫協会
長谷川博文様
米山奨学生
丁 煥哲様
2名

ビジター
平塚南ロータリークラブ
平塚湘南ロータリークラブ

杉山善一郎様
杉山博昭様

卓話・行事予定
11月14日(木) 夜間例会
11月21日(木) 企業訪問
11月28日(木) 休会
市内例会変更
梅干野 修司

山口 紀之

“音楽を楽しもう”
国際フード製菓専門学校訪問
現在ございません。

渡邉 美和

