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横浜鶴見北ロータリークラブ 

 

【事務局】横浜市鶴見区佃野町 18-11 エトワール鶴見 303 号 

TEL 045-575-1821 FAX 045-575-1822 

Email ytnclub@gmail.com  

ＨＰ https://www.rotary-tsuruminorth.jp/ 

【例会】毎週木曜日 12：30 場所 新横浜国際ホテル南館 

                                  

会長／長澤尚明 副会長／加藤進 幹事／簡伸治 

横浜鶴見北ロータリークラブ YOKOHＡMA TSURUMI NORTH 

週報第１号令和３年７月８日発行 

和而拓（和して拓く） 

２０２１年－２０２２年度 R．I．会長テーマ 

2021 年～2022 年度会長ターゲット 

mailto:ytnclub@gmail.com
https://www.rotary-tsuruminorth.jp/
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第 2295 回例会 

令和３年 7 月 1 日 
 

斉 唱 「君が代」 

    「横浜鶴見北ロータリークラブの歌」 

ゲスト 米山奨学生 グエントゥアンギアー君 

 横浜東ＲＣ 会長 長戸 はるみ様 

          幹事 藤本 三代治様 

 

 記念品贈呈  
 

 
宮田豊和直前会長・長澤尚明直前幹事へ 

 

 会 長 報 告  

 

皆様、こんにちは。いよいよ新年度のスター

トとなりました。一年間、簡幹事ともども宜し

くお願いします。 

本日は、横浜東 RCより、長戸会長、藤本幹事

にお越しいただきましてありがとうございます。 

まずは宮田直前会長、一年間本当にお疲れ様

でした。昨日、開催されました新旧会長幹事会

に宮田直前会長と簡幹事と参加して参りました

が、会長をやり遂げ本当に良い笑顔の宮田さん

が羨ましかったです。私も一年間やり遂げ良い

笑顔で来年この場に立てるよう邁進してまいり

ます。 

それでは会長報告に移ります。まず 6月 24日

に第 1 回の理事役員会が開催され、今年度の基

本的な運営方針をご承認いただきました。その

中で、新横浜国際ホテルの駐車場が老朽化の為

2021 年 7 月より駐車場サービスが受けられなく

なってしまいました。その為、例会にお車でお

越しいただく場合はご自身でお近くのパーキン

グに駐車いただき、駐車料金をご負担いただく

事に決定いたしました。皆様にはご不便をおか

けいたしますが、どうぞご理解の程宜しくお願

い致します。 

また、年間予定の重点ポイントは後ほど幹事

よりご報告があると思いますが、クラブ協議会 7

月 8 日(木)例会終了後、ガバナー公式訪問 7 月

15 日(木)です。皆様ご予定の調整をお願い致し

ます。 

最後に皆様方のご協力無くしてクラブは成り立

ちません。会員の皆様との結束力を高め、毎週

を笑顔で迎えられるよう尽力致します。 

 

 誕 生 祝  

 

仲亀 晃央 会員（４月２８日） 

天野 直樹 会員（５月１０日） 
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 幹事報告  

 

(1) 2021-2022年度 横浜東 RAC7 月第 1 例会のご

案内が届いています。開催方法はオンライン

(ZOOM)となります。 

日時：2021年 7月 7日(水)20:00～21:30 

場所：ZOOM 

内容：「会長所信表明＆幹事・会計挨拶」 

登録料：無料 

登録締切：7月 6日(火) 

地区代表を務めた鈴木宗太さんが会長とな

ります。皆さん応援をお願いします。 

(2) クラブ協議会開催案内及び出席依頼。次週 7

月 8日(木)の例会終了後、桑原ガバナー補佐

をお迎えし、クラブ協議会を開催します。各

役職の委員長の皆様担当の皆様は必ずご出

席ください。万が一出席できない場合は代理

の方をお願いいたします。なお、クラブ協議

会開催に伴い理事役員会は 15 日例会終了後

に変更しています。合わせてご予定をお願い

いたします。 

(3) ガバナー公式訪問のご案内。7 月 15 日(木)

の例会は小倉正ガバナーの公式訪問となり

ます。※会長・幹事・クラブ奉仕委員長・会

員増強委員長・SAA・副 SAA・親睦委員は 11:00

に 1Fロビーにご集合ください。 

※ネクタイ・ジャケットの着用をお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会報告  

 

・地区大会表彰について 

米山特別功労法人 

 

藤林豊明会員 

 

 出席報告  

 

会員総数  ３０名 

今回暫定  ２２／３０＝７３．３３％ 

前々回確定  ２７／３０＝９０％ 

 

 ニコニコ BOX  

 

長戸はるみ様  

藤本三代治様 表敬訪問にお伺い致しました。

１年間宜しくお願い致します。 

（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 横浜東 RC長戸会長、藤本幹事。本

日はお足元の悪い中お越し下さり

まして誠に有難うございます。１

年間お互いに頑張りましょう！会

員の皆様いよいよです。１年間ど

うぞ宜しくお願い致します。 

簡  伸治 横浜東 RC長戸会長、藤本幹事よう

こそおいで下さいました。宮田会

長の晴れ晴れとした顔が素晴らし
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いですね。長澤会長、幹事からの

引継ぎの会長。ご苦労様です。１

年間しっかり支えられるよう頑張

ります。皆様どうぞ宜しくお願い

致します。 

宮田 豊和 長澤会長、簡幹事いよいよ始まり

ましたね。コロナ禍まだ終息には

かかりそうですが１年間宜しくお

願い致します。そして役職を楽し

んで下さい！あっという間に終わ

りますよ。 

鈴木元一郎 長戸会長、藤本幹事ようこそおい

で下さいました。今年１年間のご

指導よろしくお願いします。ロー

タリー新年度を迎え長澤会長、簡

幹事はじめ、執行部の皆様ご指導

宜しくお願い致します。 

堀野 弘樹 お誕生祝の方、おめでとうござい

ます。宮田直前会長を初め、理事

役員の皆様１年間お疲れ様でした。

長澤会長、簡幹事１年間お世話に

なります。先週、私の年度の実施

例回数は宮田年度と同じ 24回と言

いましたが、確認したら 32回でし

た。例会数ワーストは宮田年度で

した。あー良かった。 

加藤  進 長澤さん、簡さん１年間いいコン

ビでやって下さい。 

仲亀 晃央 皆さんお元気でしょうか？新年度

に入り宜しくお願い致します。又、

長澤会長、簡幹事１年間頑張って

下さい。 

晝間  勝 長澤会長、簡幹事１年間ご苦労様

です。お世話になります。お誕生

日の皆様おめでとうございます。 

上村 政二 新年度を迎え会長さん、理事役員

の皆様の活躍を期待しております。

色々大変でしょうが頑張って下さ

い。 

赤塚 一志 誕生日祝いの会員の皆様おめでと

うございます。横浜東会長長戸は

るみ様ようこそ。新年度長澤会長

の元、理事役員の皆様１年間ご苦

労様です。お世話になります。 

上原 良廣 長澤会長、簡幹事。本年度期待し

ています。理事役員の皆様宜しく

お願い致します。横浜東長戸会長、

藤本幹事宜しくお願い致します。 

佐久間 務 雨降って地固まる。長澤年度のス

タートに幸あれ！！ 

牧井 秀賢 長澤会長、簡幹事１年間ご苦労様

です。40回の例会、今年は出来る

と思います。 

舟木 七郎 皆さんこんにちは。長澤会長、簡

幹事１年間宜しくお願い致します。

就任挨拶楽しみに拝聴させて頂き

ます。 

田川邦三郎 記念日の皆様おめでとうございま

す。長澤会長、簡簡幹事就任挨拶

心して拝聴させていただきます。 

天野 直樹 横浜東 RC長戸会長、藤本幹事よう

こそいらっしゃいました。１年間

宜しくお願い致します。長澤会長、

簡幹事１年間宜しくお願い致しま

す。皆様１年間宜しくお願い致し

ます。親睦委員の皆様フォローよ

ろしく。 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

松田啓 渡辺直昭 石渡宏衛 合谷保爾  

祝康一 
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 卓   話  

 

『就任挨拶』 

 

長澤 尚明会長 

2021―2022年度、第 49代会長を務めさせて頂

く事になりました。一年間宜しくお願い致しま

す。私が入会させて頂いたのが 2011年 3月 3日

で当時細沼会長年度でした。覚えやすいからと

言う理由で紹介者の加藤会員が決めて下さりま

した。 

そして、入会前の研修を教会の和室で鈴木会

員と合谷会員にして頂いたのを覚えています。

その時、上澤会員がこれからガバナーになり、

それは鶴見北クラブとして三人目で凄い事だと

教わりましたが、その時点の私には正直なとこ

ろチンプンカンプンで何をおしゃっているのか

理解できませんでした。ただ、その時に鈴木会

員がお話して下さった話に「ロータリーは自分

の研鑽の場」であるとの教えは今も自分の中で

実践させて頂いております。その直後、ご存知

の通り東日本大震災に遭い計画停電や車の燃料

不足など、これからどうなって行くのだろうと

不安になったのを思い出されます。 

また、その頃は私の会社では労働争議も盛ん

でした。特に 2010年 12月中旬から 2011年 1月

中旬の年末年始を挟んでの 1 月の及んだストラ

イキは本当に大変でした。トラックの出荷妨害

や監視行動と称した組合員数十人による泊り込

み行動など、毎日が戦争でした。大袈裟なよう

ですが、本当に毎日何が起こるか分からない、

何が起きても不思議ではない状態でした。なの

で、入会当初は正直、入会はしたけど続けて行

けるか不安しかありませんでした。 

そんな私も気が付けば入会から丸 10年が過ぎ、

11 年目に突入していました。まさかこんな日が

来るなんて…未だに若手の新人感は抜け切れま

せんが、一生懸命頑張りますので、ロータリー

の寛容の精神で一年間宜しくお願い致します。 

続きまして、今年度 RI会長でありますシェカ

ール・メータ氏のテーマは「奉仕しよう みんな

の人生を豊かにするために」（Serve to Change 

Lives）であります。概要は、私たちが共有する

ロータリーのビジョンに導かれながら、大きな

夢に向かって計画を立て、目標を定め、その目

標を達成するようロータリアンにインスピレー

ションを与えてやる気を引き出します。その目

標とは、会員を増やしてロータリーの参加者基

準を広げること、そして、世界に奉仕してより

大きなインパクトをもたらすという目標です。 

皆さんの多くが、さまざまな奉仕プロジェクト

で大切な役割を担われ、人びとの人生を豊かに

してきたでしょう。奉仕のニーズがあるからこ

そ、皆さんは奉仕してこられたのです。今日、

奉仕のニーズはさらに高まり、明白になってい

ます。来るロータリー年度には、人びとのため

に奉仕し、その人生をより豊かにするために援

助していただけるよう、お願いいたします。と

の事です。 

行動目標 

① ロータリーの会員数を 2022 年 7 月 1 日まで

に 130万人に増やすこと。 

② 奉仕はイニシアチブにあたり、本年度の焦点

は「女子のエンパワメント」とする。 

③ 世界各地で 7 つの重点分野に焦点を当てた 7

回の会長主催会議を開催する。 

④ 全てのロータリークラブとローターアクト

クラブがロータリアンとローターアクター、
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そして一般市民の参加を促すための「ロータ

リー奉仕デー」を実施です。 

そして、当地区国際ロータリー第２５９０地区

2021－22 年度 地区方針 小倉ガバナーテーマ。 

“クラブ基盤のさらなる充実強化”～会員の増

強こそが最大のサービス（奉仕）～ 

具体的な目標として以下の 8 項目の記載があり

ました。 

1. ロータリーの目的に沿った魅力あるクラブ

創りに取り組みましょう。 

2. 会員基盤の充実と強化をしましょう。 

3. 奉仕プロジェクトの充実を図りましょう。 

4. ロータリー財団と米山記念奨学事業に対す

るご理解と寄付に協力しましょう。 

5. 公共イメージとロータリーの認知度向上を

図りましょう。 

6. ＩＭ（インターシティミーティング）を開催

しましょう。 

7. マイロータリーの登録率を向上させましょ

う。 

8. 2021-22 年度ロータリー賞(ロータリークラ

ブ大賞)に挑戦しましょう。 

第 2590地区の最大の課題は、地区会員の減少が

続く今日「会員の減少を食い止め、いかに増加

に転じる事ができるか」の会員増強の問題であ

ると考えます。それには各クラブが、ロータリ

ーの目的に沿った魅力あるクラブ創りによるさ

らなる基盤の充実と強化が必要であると考えま

す。「会員の増強」は引き続き、最も大きな課

題であります。 

そして、やはり当クラブの課題も「会員の増

強」だと思います。 

本年度の会長ターゲットは『 和 而 拓 』(和し

て拓く)とさせて頂きました。この言葉は今から

36 年前、長澤運輸株式会社創立 100 周年お祝い

に、当時三菱鉱業セメント(株)現三菱マテリア

ル(株)の社長小林久明氏より頂いた書にしたた

められた言葉です。意味は「目的や志を共有し

て未来に向かって歩を進める」や「個々の力は

弱いが、心を一つにすれば大きな力を発揮でき

る」です。私が会社を経営していくうえで一番

大切にしている言葉です。特に私が社長に就任

してからは、よく社員に「和して拓く」の話を

するようになりました。今は少しずつ根付いて

きているように感じます。何故なら離職率も下

がり、従業員数も社長就任時の倍以上になった

からです。仮にクラブを企業に置き換えると、

新入社員が入らず、育たなかったり、直ぐに辞

めてしまう企業は衰退し繁栄は望めません。 

クラブがこれからも存続し続け、健全なクラブ

運営や奉仕活動を行うには会員増強は避けて通

れない問題です。先ずは例会見学の機会を増や

す事をスタートラインと考え、会員の皆様と知

恵を出し合いながら会員増強に努めて参ります。

その結果、例会も活気付き奉仕活動においても

新しい事にチャレンジが出来る環境が整うと考

えております。  

とは言え、未だにコロナウイルスが猛威を振

るい、先行きの見えない状況が続いております。  

今後の例会や奉仕活動なども、どれだけの制約

を受けるか想像もつきません。ですが、会員増

強はお一人お一人の真剣な気持ちがあれば可能

だと思います。非常に厳しい状況ではあります

が、その時に出来る事を先ずは全力で行って参

ります。 

どうぞ一年間お力添えを宜しくお願い致します。 
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簡   伸治幹事 

改めて自己紹介をさせていただきます。 

簡伸治 昭和 38 年 3 月 23 日 鶴見生まれ鶴見

育ちの 58歳です。現在の獅子ヶ谷には 5歳の時

に越してきましたそれまでは、川崎・鶴見周辺

の貸家に住んでいたそうです。 

父は簡文治 台湾 宜蘭県三星郷生まれ。羅

東育ち。横浜鶴見北 RCの発足時に入会させてい

ただき、寝たきりになる直前まで例会に出席し

ていました。ロータリーを大切に思いロータリ

ーの仲間が大好きな人でした。 

父が生まれた頃の台湾は日本國の一部でした。

大学進学のため来日しそのまま終戦。日本国籍

から中華民国国籍へ、台湾とは音信不通になり、

川崎の闇市でラーメン屋を開業。その後様々な

事業を展開するも一旦破産をします。その後、

東芝の電気釜の仕事から事業が拡大し、現在に

至っています。今は 2 人の兄が事業継承してい

ます。 

母は簡照子 川崎の京町出身です。結婚して

しばらくは父の事業を手伝っておりました。東

芝の接待は母の役目。川崎の事務所に東芝の部

長さんをお招きし、手作り料理でもてなしたり、

宴会に参加したり、会社の顔として活躍してい

たそうです。その後子育てが始まり、一線から

は遠ざかっていきました。私が小学校 4 年にな

る頃から、ボランティア活動に邁進、長年の活

動が認められ、緑綬褒章をいただくことができ

ました。 

私自身は、地元の旭小学校、浅野中学と進ん

だのですが、中学 3 年生くらいから喫茶店に出

入りするようになり徐々に学校に行かなくなり

ます。なんとか浅野高校に進学したものの、夏

休み中に退学となりました。授業には出ず、お

酒・タバコ・バイクとやりたい放題だったので

当然でした。その後はアルバイトをしながら夜

間高校に通ったり、台湾に半年間留学したり自

由気ままに過ごしておりました。今、親の立場

になってみると、本当に心配だっただろうな、

迷惑をかけたなと反省しております。18 歳にな

り、やはり学歴は大切と一念発起して大学入学

資格検定に挑戦、2年で無事合格、桜美林大学に

進学しました。 

卒業後は税理士事務所に就職 4 年間勤務した

のち、父の会社に入社しました。入社後は、関

連する婦人科クリニックの事務長を務めたり、

所有する不動産の管理などさせて頂きながら、

横浜青年会議所・鶴見法人会と地域活動をさせ

ていただき沢山の仲間と出会うことができまし

た。法人会青年部が卒業したタイミングで法人

会の仲間だった佐久間さん、宮田さん、堀野さ

んからお声がけいただき、家族としてではなく、

会員候補として例会に参加させいただきました。 

鶴見北ロータリークラブの温かい雰囲気と父が

愛したクラブに入会したいという想いで入会を

決意いたしました。 

入会後は、親睦・姉妹 RCを中心に米山や財団、

地区のインターアクトクラブ委員会で活動させ

ていただき、ロータリークラブのおかげで様々

な経験をさせて頂きました。 

この度、幹事という大役の打診をいただき、

今までの事を振り返ると、本当にこの大役をつ

とめることができるのか？自分に問いました。

答えはノーです。ロータリーのこともわからな

い、出席率も悪く年間の段取りもわからない。

こんな私では無理ですとお断りをしました。そ

うすると、できるからやるのでは無く、役を引

き受けることで学び成長していけばよいのだよ

と諭してくださり、それならば Challenge して

みようと、この大役を引き受ける決心をしまし
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た。この様な状態ですので、皆様のご協力ご指

導ご鞭撻なしでは役割が果たせません。時には

厳しく、時には優しく大きな目でご指導頂けれ

ば幸です。 

最後に、幹事としてやりたいこと。それは会

長の想い、やりたいことを実現していくことで

す。私が会長を務めている、倫理法人会役職者

研修で最初に伝えることそれは「役を超えず役

に徹する」です。ロータリー幹事として役を超

えず役に徹すること。それは、RIのテーマ「SERVE 

TO CHANGE LIVES」奉仕しようみんなの人生を豊

かにするために。地区のテーマ「クラブ基板の

更なる充実強化」～会員の増強こそが最大のサ

ービス～を踏まえた上で、長澤会長ターゲット

『和而拓』（和して拓く）実現のため今季一年

間会長を支えること。会員の皆様が気持ちよく

活動できるように絶えず気配りをすること。 

一年間顔晴って参ります。どうぞよろしくお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例 会 予 定  

 

７月１５日(木) 新横浜国際ホテル 

        「ガバナー公式訪問」 

７月２２日(木) 休会 

７月２９日(木) 新横浜国際ホテル 

        「イニシエーションスピーチ」 

 

第１回理事役員議事録 

 

(1)理事会、組織表について→承認 

(2)クラブ細則の件→承認 

(3)例会について→承認 

(4)会長ターゲットについて→承認 

(5)予算について→承認 

※ニコニコ会計は実態に応じて実施する。早め

の議案提出をお願いしたい。 

(6)カバナー公式訪問について→承認 

(7)年間行事予定について→承認 

(8)聖ヨゼフ IACについて→承認 

(9)７月例会開催について→承認 

(10)新横浜国際ホテル使用料値上げと駐車場廃

止について→承認※駐車料は個人負担とする。 

(11)今後のコロナ対応について→ 

※状況を鑑みて休会等の判断は会長・副会長・

幹事で協議して決定する。 

(12)直前会長・幹事慰労会の開催について→ 

※感染症対策が落ち着いてから検討する 

(13)新旧委員長引継ぎ会開催について→※同上 

(14)入会申込書について→ 

※調査項目をご本人に記入をお願いしたが、現

在の法律上項目が相応しくないので廃止する。

(思想や宗教など)入会申込の手順・申込書など、

他クラブの状況など情報を集め理事役員会に提

示する。 

(15)他クラブからの移籍について→ 

※手続きなど会長幹事で確認する。 

 


