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週報第１号令和４年７月１４日発行 

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 新横浜グレイスホテル 

                                  

会長／石渡宏衛 副会長／横山智司 幹事／生方常明 

横浜鶴見北ロータリークラブ YOKOHＡMA TSURUMI NORTH 

２０２２年－２０２３年度 R．I．会長テーマ 

2022 年～2023 年度 会長ターゲット 

何事でも人々からして欲しいと望むことは、人々にもそのとおりにせよ 

今週の一枚 

mailto:ytnclub@gmail.com
https://www.rotary-tsuruminorth.jp/
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第 2322 回例会 

令和 4 年 7 月 14 日 
 

斉 唱 「君が代」 

「横浜鶴見北ロータリークラブの歌」 

ゲスト 横浜東ロータリークラブ 

    会長 巻田佳樹 

    幹事 岡本誠一郎 

ビジター 神奈川ロータリークラブ 

第４グループガバナー補佐 

    木元  茂様 

    手塚 重仁様 

 

 ご 挨 拶  
 

 
神奈川ロータリークラブ 

第４グループガバナー補佐 

木元 茂 様 

 

 
横浜東ロータリークラブ 

会長 巻田 佳樹 様 

 

 記念品贈呈  
 

 
長澤尚明直前会長・簡伸治直前幹事へ 

 

 会 長 報 告  

 

会長報告をいたします。まずは本日、木元ガバ

ナー補佐、並びに地区クラブ管理運営委員の手

塚様、そして横浜東ロータリークラブより、巻

田会長、岡本幹事においでいただきました。あ

りがとうございます。 

私と生方幹事は 7 月 1 日に行われました横浜東

ロータリークラブの今年度、第 1 回例会に表敬

訪問して参りました。例会では巻田会長と岡本

幹事の所信表明がなされました。巻田会長はと

ても落ちついた所信表明をされており、私も見

習いたいと思うのですがなかなか難しそうです。 

また岡本幹事は、まるで会長の所信表明のよう

なすばらしいお話をしておりました。岡本さん

には私の替わりに、本日所信表明をしてくださ

いとお願いしましたが、断られてしまいました。 

巻田会長、岡本会長、一年間よろしくお願いい

たします。 

そして昨日、横浜東ローターアクトの第一例

会に出席して参りました。今年度から例会場を

キャメロットジャパンからホテルノット。昔の

横浜国際ホテルに会場を変更して行われました。 

今年度横浜東ローターアクトは、元米山奨学生

のホーフーフィ君が会長、同じく米山奨学生の

リム君が幹事をしています。ギア君も zoomで参

加をしておりました。 

実は、昨日はギア君の入会式を予定していた

のですが、zoom参加でしたので、次回の例会、8

月 3 日の例会で入会式が行われます。8 月 3 日

19:30からホテルノットで行われます。 

是非、多くの皆様とギア君の入会をお祝いに行

きましょう。 

以上、会長報告とさせていただきます。 
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 入 会 式  

 

 

多田 信哉 

生年月日 昭和４５年１月１０日 

事業所名 聖ヨゼフ学園中学・高等学校 

事業所所在地 横浜市鶴見区東寺尾北台 11-1 

自  宅 横浜市旭区市沢町 888 

職業分類 各種学校 

推 薦 者 清水勝幸・加藤進 

 

 幹 事 報 告  

 

① 2023-24年度より青少年交換プログラムの

再開について。募集再開にあたり、プログラ

ムの制度見直しがおこなわれた。 

② ローターアクト合同例会 

７月 23 日に対面／オンラインのハイブリッ

ド式で開催。対面会場は山下町ローズホテル。

登録締切は７月 16日。 

③ 会員証の配布 

④ クラブ協議会 

本日例会終了後に開催。委員長もしくは発表

担当者は出席いただく。 

⑤ ガバナー公式訪問 

次回７月 14 日例会はガバナー公式訪問日で

す。会員各位にはスーツ・ネクタイの着用に

て出席をいただき、親睦委員は 11時集合で

お願いします。 

 

 

 奨学金贈呈  

 

 

米山奨学生 グエントゥアンギアー君 

 

 委員会報告  

 

【赤塚一志会員】 

・モンゴルでの奉仕活動報告 

【堀野弘樹会員】 

・鶴見養護学校環境整備のお願い 

【鈴木元一郎会員】 

・今年度雑誌委員会について 

 

 出席報告  

 

会員総数  ３０名 

今回暫定  ２７／３０＝９０％ 

前々回確定  ２６／３０＝８６．６６％ 
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 ニコニコ BOX  

 

木元 茂様 第 1回例会にクラブ協議会をお願

いして申し訳ありません。次週志

村雄治ガバナーの公式訪問宜しく

お願い申し上げます。 

巻田佳樹様 石渡会長、生方幹事、クラブ会員

の皆様今年度第 1回例会の開催誠

におめでとうございます。一年間

どうぞ宜しくお願い致します。 

岡本誠一郎様 石渡会長、生方幹事、第一回例会

誠におめでとうございます。一年間

宜しくお願い致します。 

手塚重仁様 お世話になります。宜しくお願い

致します。 

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 本日より会長を務めさせていただ

きます。一年間宜しくお願い致し

ます。木元ガバナー補佐、本日は

クラブ協議会宜しくお願い致しま

す。地区クラブ管理運営委員の手

塚様、第４グループ会長幹事会お

世話になります。横浜東ロータリ

ークラブ巻田会長、岡本幹事ご来

会ありがとうございます。お互い

一年間頑張りましょう。多田先生

ご入会おめでとうございます。今

後とも宜しくお願い致します。ギ

ア君ようこそ！ 

生方 常明 木元ガバナー補佐、横浜東ＲＣ巻

田会長、岡本幹事先週はありがと

うございました。長澤さん、簡さ

んお疲れさまでした。本年度の幹

事です。至らない点が多々あるで

しょうがご指導くださいませ。 

長澤 尚明 新年度！石渡会長、生方幹事理事

役員の皆様一年間宜しくお願い致

します。今日は久しぶりに食事と

例会をゆっくり楽しみたいと思い

ます。多田先生、入会おめでとう

ございます。これから一緒にロー

タリーを楽しみましょう。 

簡  伸治 石渡会長就任挨拶楽しみにしてい

ます。多田校長先生ご入会おめで

とうございます。2年ぶりに一般席

(笑)での例会参加食事を楽しみま

す。 

上村 政二 新年度を迎え会長さん以下理事役

員の皆様ご活躍を期待しておりま

す。 

上澤摩壽雄 石渡会長年度が始まりました。待

望の創立 50周年を願望しておりま

した。思いっきりクラブ運営を成

樹してみてください。多田さんご

入会おめでとうございます。これ

からご一緒にロータリー活動をし

ていきましょう。 

宮田 豊和 多田様ようこそ鶴見北へ！一緒に

楽しく活動したいと思います。ど

うぞ宜しくお願い致します。石渡

会長、生方幹事いよいよ記念すべ

き第 50年度活動がスタートです

ね！感染状況も増加傾向で難しい

判断も必要になるかと予想されま

すがどうぞ宜しくお願い致します。

第 100年度は多分私は在籍してい

ませんが継続して活発に当クラブ

が活動していて欲しいと思います。 

田邉 勝久 石渡会長年度の船出ですね。一年

間宜しくお願い致します。先週プ

リンスの駐車場入り口の緑石後輪

を擦ってパンクをしてしまいまし

た。30万の出費です。皆様ご注意

ください。 

今井新一郎 石渡会長、生方幹事新年度宜しく

お願い致します。木元ガバナー補

佐クラブ協議会宜しくお願い致し

ます。聖ヨゼフ学園多田校長先生

ご入会おめでとうございます。 
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上原 良廣 石渡会長、生方幹事一年間宜しく

お願い致します。横浜東ＲＣ巻田

会長、岡本幹事、木元ガバナー補

佐本年度お世話になります。多田

様ご入会おめでとうございます。

ロータリーを楽しみましょう。 

天野 直樹 木元ガバナー補佐、横浜東ＲＣ巻

田会長、岡本幹事本日はご指導の

ほどよろしくお願いします。奨学

生ギア君ようこそ。多田さんご入

会おめでとうございます。それに

しても本日は盛りだくさんですね。

石渡会長、生方幹事一年間宜しく

お願い致します。 

加藤  進 石渡会長念願の 50周年会長やっと

来ましたね。しっかりやってくだ

さい。多田信哉さんご入会おめで

とうございます。長いお付き合い

宜しくお願い致します。 

高橋 敏昭 石渡新年度スタートおめでとうご

ざいます。石渡丸の順風満帆で実

り多い年度になりますよう御祈念

申し上げます。 

赤塚 一志 石渡会長の元、皆で力を集結しよ

いクラブ作りに努力させていただ

きます。 

牧井 秀賢 新年度石渡会長、生方幹事一年間

頑張ってください。多田新会員入

会おめでとうございます。木元ガ

バナー補佐本日はようこそ。クラ

ブ協議会宜しくお願い致します。 

堀野 弘樹 石渡会長、生方幹事 50周年の年度

一年間宜しくお願い致します。又、

就任挨拶の卓話宜しくお願い致し

ます。長澤直前会長、簡直前幹事

一年間大変お疲れ様でした。 

 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

松田啓 佐久間務 祝康一 田川邦三郎  

渡辺直昭 鈴木元一郎 合谷保爾 晝間勝 

 

 卓   話  

 

『就任挨拶』 

 

石渡 宏衛会長 

会長を仰せつかりました石渡です。今年度創

立 50周年を迎え、過去に 3名のガバナーを排出

した伝統ある横浜鶴見北ロータリークラブの会

長をお引き受けし、身の引き締まる思いでござ

います。本日は木元ガバナー補佐、手塚地区ク

ラブ運営委員、また横浜東ロータリークラブ巻

田会長と岡本幹事にご臨席いただき、更には多

田先生にご入会いただいての卓話ということで

大変嬉しく、緊張しております。私の会長とし

ての思いをお話させていただきますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

2022-23 RI会長のジェニファー ジョーンズさ

んの会長テーマは IMAGINE ROTARY 

です。初の女性の RI会長ということで、このロ

ゴもいまでになく、オシャレなロゴとなってい

ます。そして志村ガバナーのテーマは 「ロー

タリーの再生」  －新たな挑戦－です。ジェニ

ファー ジョーンズ RI 会長並びに志村ガバナー

のお考えについては、来週の公式訪問の時にじ

っくりとお聞かせいただける事と思っておりま

す。そしてこちら私の今年度のクラブテーマ、

何事でも人々からして欲しいと望むことは人々

にもその通りにせよです。これは新約聖書の一

節で黄金律と呼ばれています。他人からしてほ

しいと望むなら、同じように他の人々にもして

あげなさいと言う意味です。 

先日のイニシエーションスピーチでお話させ

ていただきましたが、私は中学高等学校と 6 年

間関東学院六浦で学ばせていただきました。関
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東学院はキリスト教を教育の中心とした学校で、

この何事でも人々からして欲しいと望むことは

人々にもその通りにせよという聖句も何度もと

りあげられました。私はロータリークラブに入

会する前からこの言葉を座右の銘としてきまし

た。そして日本のロータリークラブの創設者で

ある米山梅吉さんもこの言葉を大切にしていま

した。 

こちらが今年度の当クラブの組織表です。理

事役員ならびに各委員会に対する私の思いをお

話しさせていただき、会長の所信といたします。 

まずは会長エレクトの簡さん。私の次の会長

として簡さんが指名委員会の全会一致で推挙さ

れたとお聞きしております。簡さんは色々な団

体等でご活躍され、大変お忙しいとお聞きして

おりますが、横浜鶴見北ロータリークラブ次の

50 年に向けてのご準備をいただく、1 年にして

いただきたいと思います。 

次に副会長の赤塚さん。赤塚さんにはクラブ

奉仕委員長をお願いしており、7つの小委員会を

統括していただきたいと思います。当初横山さ

んにクラブ奉仕委員長をお願いしていたのです

が、ご退会とのことで、急遽副委員長をお願い

していた赤塚さんに委員長をお願いしたところ、

快くお引き受けいただきました。2012 年のロー

タリーの国際大会がタイのバンコクでありまし

た。当時の会長、既に退会されているかたです

が、みんなでバンコクに行くぞと言い出し、米

山奨学生のエーちゃんがホテルや懇親会など全

て準備をしてくれました。ところが、その会長

が急に行かないとなり、大変困り、エーちゃん

にもご迷惑をお掛けしてしまいました。その時、

当時副会長をされていた赤塚さんがロータリア

ンとして恥ずかしくないのかと一喝してくださ

いました。私は何事にも筋を通される赤塚さん

をとても信頼しています。副会長として私の至

らない点をどしどしご指摘下さい。結局、タイ

の国際大会には私と、赤塚さん、藤林さんの 3

名だけが参加しましたが、国際大会と同時にタ

イの米山学友会の創立パーティーがあり、赤塚

さんと一緒に参加したのは良い思い出です。 

そして会長を支えていただく、幹事には生方

さんにお願いいたしました。私も雪吹年度に幹

事をさせていただき、クラブ運営について多く

を学ばせていただきました。いつも沈着冷静な

生方さんには会運営全般にご助力をお願いしま

す。また、ご同業ということで副幹事には上原

さんにお願いしました。上原さんなら幹事はも

ちろん、会長職まで充分こなせると思っており

ますが、今年度は是非、生方幹事をご指導いた

だきますようお願い致します。 

そしてＳＡＡに舟木さん、副ＳＡＡを祝さん

にお願いしました。お二人にはＳＡＡという立

場で、クラブの例会を取り仕切っていただくと

ともに、例会の流れを把握していただきたいと

思います。私も会長をお引き受けする前にＳＡ

Ａをさせていただき、大変勉強になりました。

おふたりももうすぐそういうお立場になると思

いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

会計は今井さんにお願いしました。今年度は

クラブ創立 50周年ということで今までとは違っ

たお金の出し入れがあると思います。会員の皆

様からの大切な会費を使ってのクラブ運営です。

決算の最終的責任は会長にあると思っておりま

すが、その過程でのアクセルとブレーキをよろ

しくお願いいたします。 

続きまして、各委員会ですがまず、クラブ奉

仕委員会は赤塚さんに委員長をお願いしました。

先ほどもお話ししましたが、7つの小委員会の統

括をお願いします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

親睦活動委員会は仲亀さんに委員長をお願い

しました。クラブの活性化は親睦からと言われ

るように、親睦活動はクラブの中心となります。

後ほどお話しします 50周年実行委員長をお願い

しております渡辺さんに副委員長になっていた

だいております。渡辺さんは昨年度の親睦活動

委員長としてのご経験を仲亀さんにご伝授いた

だき、親睦活動委員会とクラブ創立 50周年を繋

いでいただきたいと思います。 

続いてプログラム委員長は田邉さんに、副委

員長には晝間さんにお願いしました。毎週毎週
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の例会でのプログラムを決めるのはとても大変

ですが、プログラム委員の皆様はいつでも卓話

のできる方々にお願いしております。田邉委員

長、晝間副委員長、そして委員の皆様には年度

内に少なくとも一度は卓話をしていただきます

ようお願いします。 

会員増強委員長には天野さんにお願いしまし

た。委員は私を含めクラブ員全員です 会員増

強にお力をお貸し下さい。天野委員長にはどう

やったら会員増強ができるか、その仕組み作り

をお考え下さい。 

職業分類、会員選考委員長には長澤さんにお

願いしました。当クラブでは会長の翌年度は委

員長をしないという慣例がございます。当初、

職業分類、会員選考委員長は藤林さんにお願い

をしておりました。お電話で、お願いをしたと

ころ、今は入院しているがすぐに退院するので

任せておけとおっしゃっていました。ですが、

残念なことに藤林さんがご逝去され、職業分類、

会員選考委員長をどうしようかと考えておりま

したが当時の長澤会長にお願いしたところ、快

くお引き受けいただきました。今年度は職業分

類を見直し、空いている職業、例えば医師、歯

科医師、税理士などの情報を会員の皆さんと共

有していただき、会員増強に繋げていただきた

いと思います。そして会員選考委員会が忙しく

なることを願っております。 

会報、雑誌、広報委員長は鈴木さんにお願い

しました。会報は雨宮さんのおかげで滞りなく

発行できております。しかしながら、雑誌、ロ

ータリーの友ですが最近は例会でご紹介があり

ません。鈴木さんには是非、このロータリーの

友推奨ページのご紹介をお願いしたいと思いま

す。もちろん、鈴木さんお一人でされるのでは

なく、委員の皆さんが交代でご紹介をお願いし

ます。広報はホームページだけではなく、SNSな

どの活用もご検討下さい。これには是非松田さ

んに力を発揮していただきたいと思います。

FACE BOOK いつも見ています。 

研修委員長は上澤さんにお願いしました。委

員の皆様もベテランの方々にお願いしておりま

す。上澤さんには入会 5 年以内の方への研修を

充実していただきたいと思います。そして入会 5

年～10 年、次の会長候補となられる方々への研

修もよろしくお願いいたします。 

職業奉仕委員長は宮田さんにお願いしました。

宮田さんにお願いしておけば職業奉仕委員会活

動は全く問題なく行えると思っておりますが、

是非、副委員長の蜂須賀さんと一緒に委員会活

動をしていただき、職業奉仕の心をご伝授くだ

さい。また、できれば職場訪問も企画していた

だきたいと思います。 

社会奉仕委員長は堀野さん、副委員長は天野

さんですので、こちらもまったく問題なく委員

会活動が行えると思います。ただ、お酒だけは

控えめにお願いします。コロナ禍でここ数年で

きなかった社会奉仕活動を復活させていただき

たいと思います。 

国際奉仕委員長は牧井さん、副委員長は祝さ

ん、姉妹クラブ委員長は舟木さんにお願いしま

した。今年度はクラブ創立 50周年ですので、そ

の記念事業として国際奉仕活動を計画していた

だきたいと思います。また、50 周年記念式典に

は姉妹クラブの台湾新竹ロータリークラブの

方々にもご列席いただきたいと考えています。

12 月の新竹ロータリークラブの例会に多くの皆

様と一緒に出席し、当クラブ 50周年記念式典へ

おいでいただくようお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

青少年奉仕委員長はミスター青少年の加藤さ

んにお願いし、副委員長に清水さん、インター

アクト委員長に小笠原さんにお願いしました。

こちらもコロナ禍で中止となってしまった青少

年奉仕活動を復活させていただくとともに、聖

ヨゼフ学園清水先生、多田先生とともにインタ

ーアクト活動が更に活発になるよう、ご支援さ

せていただきたいと思います。 

米山奨学委員長には松田さんにお願いしまし

た。松田さんはまだまだ米山奨学事業について

お解りにならないところもあるかもしれません。

当初は副委員長を藤林さんにお願いし、松田さ

んに色々とご教示いただくようお頼みしており
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ました。残念なことに藤林さんがご逝去され、

それが叶わなくなりましたが、高橋さんに副委

員長をお引き受けいただきました。高橋さんは

地区の米山記念奨学委員長をご経験されており、

米山奨学事業に精通しております。是非、松田

さんへのご助言をお願いします。 

また、宮田さんには昨年度に続きギア君のカ

ウンセラーをお願いしております。ギア君はと

ても人懐っこい人柄で、会員の皆さんと良くお

話しをされていますが、宮田カウンセラーだけ

にお任せするのではなく、クラブ全員でギア君

をお世話していただきたいと思います。 

ロータリー財団委員長は佐久間さん、副委員

長は上澤さんにお願いしました。ロータリー財

団へのご寄付の呼びかけはもちろん、今年度は

予定がありませんが、ロータリー財団の補助金

を使った事業の検討やロータリー財団奨学生の

推薦などもご検討ください。 

50 周年実行委員長は渡辺さんお願いしました。

創立 50周年記念式典、記念事業など検討してお

ります。随時、理事役員会にお諮りしながら進

めて参ります。実行委員長は渡辺さんですが、

実行委員はクラブ会員全員です。渡辺委員長か

らお話しがありましたら、是非ご協力いただき、

皆さんで楽しい 50周年としていきましょう。 

最後にピアニストの横山さん。毎週の例会で

の演奏よろしくお願いいたします。他のクラブ

の例会ではＣＤを流しているところもあります

が、当クラブではピアニストの演奏で例会を行

いたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。今年度は横浜西ロータリークラブで行

っている音楽鑑賞例会を考えております。まず

始めは横山さんのピアノ教室生徒さんにお願い

をしています。どうぞ楽しみにして下さい。 

そして忘れてはいけない事務局の雨宮さん。

小学生のころからみどりちゃん、みどちゃんと

呼ばせていただいていますが、今はもうクラブ

にいなくてはならない方であります。どうぞ一

年間よろしくお願いします。 

以上、私の所信挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 クラブ協議会  

 

第４グループガバナー補佐 木元茂様 をお

迎えして。 

【出席者】 

石渡宏衛 生方常明 赤塚一志 渡辺直昭 

田邉勝久 天野直樹 鈴木元一郎 上澤摩壽雄 

舟木七郎 宮田豊和 堀野弘樹 祝康一 

加藤進 松田啓 佐久間務 

 

 例 会 予 定  

 

７月２１日(木) 新横浜グレイスホテル 

        「就任挨拶」 

７月２８日(木) 新横浜グレイスホテル 

        「就任挨拶」 

８月 ４日（木）新横浜グレイスホテル 

        「ＩＡＣ活動計画」 

        「就任挨拶」 

８月１１日（木）休会 


