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週報第１０号・１１号合併 令和４年１０月６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／赤塚一志 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 2331 回例会 

令和 4 年 9 月 22 日 
 

斉 唱 「手に手つないで」 

 

 会 長 報 告  

 

先週は家族が新型コロナに感染し、私は濃厚

接触者となり外出自粛となってしまい例会に出

席できずに申し訳ありませんでした。赤塚副会

長には会長代理をしていただきありがとうござ

いました。お陰様で私は全く症状がなく、抗原

検査でも陰性でしたので３日で外出自粛が解除

になり、家族も今週の月曜日には自宅療養終了

となりました。 

今週は公式なロータリーの行事はありません

でしたが、１６日の金曜日に神奈川県ロータリ

アン親睦テニス会の幹事会がありました。この

テニス会は当地区第２５９０地区と隣の第２７

８０地区が合同で行っている親睦テニス会で、

両地区ひとつだった頃から続けられています。 

上野豊パストガバナーがカップをご寄贈いただ

きましたので上野杯とも呼ばれております。例

年、年に２回、春と秋に、名門 湘南ローンテニ

スクラブで行っておりましたが、ここ３年、新

型コロナウイルスの影響で開催ができず、この

１１月８日の火曜日に久しぶりに開催すること

が決まりました。この湘南ローンテニスクラブ

は日本酒や地ビールで有名な熊澤酒造の酒蔵に

隣接しており、美味しいイタリアンのレストラ

ンもあります。テニスが終わった後はこのイタ

リアンレストランで懇親会が行われます。もち

ろん地ビールは飲み放題です。ビールの飲めな

い私にはあまり嬉しくはありませんが、この地

ビールを目当てにテニス会に参加されるかたも

いらっしゃいます。テニスをされる会員、ご家

族、ご友人、またはビールがたくさん飲みたい

方がいらっしゃいましたら、是非ご参加下さい。 

先週上原さんにご紹介いただき、例会におい

でになりました松坂脩平様が入会のご意志があ

るとの事ですので、会員選考委員会並びに理事

会にお諮りした後、会員の皆様にご通知いたし

ます。ご存じの方も多いと思いますが、松坂さ

んのお父様は横浜鶴見西ロータリークラブの元

会員で、横浜青年会議所の先輩で、大変お世話

になった方です。ご入会いただけることを望ん

でおります。上原さんありがとうございました。 

最後に、昨日は事務局雨宮さんのお誕生日で

した。おめでとうございます。いつもいつも至

らない会長をフォローしていただき、感謝して

おります。 

本日もどうぞよろしくお願いいたします 

 

 幹 事 報 告  

 

（１） ポリオデイのイベントが 10月 23日（た

だし米山梅吉法要例会と同日）13〜16時

に桜木町駅前で行なわれる。また、ポリ

オデイＴシャツ購入のお願いあり。 

（２） 映画『向田理髪店』のクレジットタイト

ルに協賛表示される。 

（３） ロータリーリーダシップ研究会が 10月

16日 9〜17時に聖光学院にて行なわれる。

参加希望者は回覧のＱＲコードから個人

で登録のこと。 

（４） 親睦テニス会が 11月 18日に湘南ローン

クラブにて開催される。 

（５） 鶴見養護学校の除草作業が 10月 17日９

時 30 分〜10時 30分に行なわれる。参加

希望者は事務局まで連絡を。 

（６） ９月 29日夜間例会の会費 8,000円、およ

び 11月 11〜12日開催の地区大会の登録

費 10,000円の集金を行なう。 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数  ３０名 

今回暫定  １７／３０＝６０．７１％ 

前々回確定  ２１／３０＝７７．７７％ 
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 ニコニコＢＯＸ  

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 先週はお休みして申し訳ありませ

ん。久々の教会での例会です。宜

しくお願い致します。 

生方 常明 秋のお彼岸でございます。７月や

１０月の行事では天気の心配をし

ますがこの時期に天候を気にする

ことはなかったような気がします。

季節の変わり目、ご自愛ください。 

上澤摩壽雄 多田さん本日のイニシエーション

スピーチ楽しみに拝聴いたします。

久しぶりの教会での例会なんとな

く故郷へ渡ったような感じです。 

鈴木元一郎 多田先生本日はご苦労様です。本

日の例会会場設営の方々ご苦労様

です。お手伝い出来ませんで、す

みません。気持ちだけニコニコで

勘弁してください。 

今井新一郎 多田先生、イニシエーションスピ

ーチ拝聴いたします。実家の月下

美人が今年も咲きました。 

宮田 豊和 多田さんのスピーチ楽しみにして

います。仕事やプライベートの事

など色々と聞かせてください。 

加藤  進 多田先生、イニシエーションスピ

ーチ宜しくお願い致します。清水

先生の教育も宜しくお願いします。 

田邉 勝久 多田先生、イニシエーションスピ

ーチ拝聴させていただきます。久

しぶりの教会での例会ですね。 

堀野 弘樹 多田先生、本日はイニシエーショ

ンスピーチご苦労様です。心して

拝聴いたします。３年ぶりの教会

での例会懐かしいですね。 

天野 直樹 多田先生、イニシエーションスピ

ーチ楽しみに拝聴いたします。教

会での例会に感謝。 

簡  伸治 多田さんイニシエーション楽しみ

です。本日花蜜幸伸氏セミナーの

チラシをお持ちしました。出前館

創業者で現在「ペットの里」とい

う犬猫保護施設を運営、殺処分ゼ

ロ活動を行っています。宜しくお

願い致します。 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

牧井秀賢 上村政二 合谷保爾 長澤尚明 

渡辺直昭 松田啓 

 

 卓   話  

 

『イニシエーションスピーチ』 

 
多田 信哉会員 
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第 2332 回例会 

令和 4 年 9 月 29 日 

～夜間例会～ 

 

 会 長 報 告  

 

本日の会長報告は 2件、悲しいご報告をしなけ

ればなりません。既に、事務局からご連絡して

ございますが、田川さんが 20日にご逝去されま

した。92歳でした。ご案内の通り、ご葬儀はご

家族で行われたそうです。コロナ禍ということ

もあり、弔問は控えて下さいとのことです。 

お嬢様が毎週水曜日にご自宅にいらっしゃると

の事ですので、来週の水曜日にクラブからのお

香典を持って行ってまいります。後日お別れの

会を開く予定とのことですので、会員の皆様は

その時にご参列いただきたいと思います。 

田川さんは昭和 52年 2月に当クラブに入会され、

今年で 45年目にあたります。 

1999 年～2000年、丁度世紀が変わるときに第 27

代会長をお務めになられました。その時の会長

ターゲットは「ロータリー2000:活動は堅実・信

望・持続」でした。 

田川さんは既に出席免除の対象となっておりま

したが、できるだけ例会に出席するとおっしゃ

っていただいておりました。 

また毎週例会で写真撮影をしていただいており、

来年の 50周年でも撮影していただければと思っ

ておりましたが、残念です。 

写真撮影は是非、堀野さんに引き継いでいただ

きたいと思います。 

また、元横浜鶴見西ロータリークラブの会員

で現在横浜東ロータリークラブの松原様が 24日

に 73 歳でご逝去されました。松原さんとは松原

さんのお亡くなりになった奥様と、奥様のお母

様と繋がりがあり、松原さんからは私の下の名

前で、宏衛ちゃん、宏衛ちゃんと呼んでいただ

き、大変お世話になっておりました。 

ご冥福をお祈り致します。 

 そして嬉しいご報告です。17日の土曜日、天

野会員増強委員長とともに藤林さんの奥様にお

会いして、改めてご入会の意思を確認して参り

ました。11月に会葬？があるので、その後にご

入会いただけるとのことでした。改めて理事会

にお諮りして、皆様にご案内致します。 

本日は夜間例会ですので、会長報告は以上で

すが、今月の初めにエーちゃんが東京の第 2580

地区米山記念奨学委員会から、米山奨学生の研

修会講師として喚ばれましたが、第 2680 地区で

はガバナー月信が YouTubeで配信されています。 

米山奨学生研修会後にエーちゃんと第 2580地区

の嶋村ガバナー、地区の米山記念奨学委員長が

鼎談し、その様子が載っています。 

チーム嶋村ガバナー月信 2022年 10 月号：元気

なクラブづくりのための鼎談「米山奨学生との

コミュニケーション・交流は国際理解・世界平

和につながります」 

https://www.youtube.com/watch?v=pmGYLsacD5

U 

 

 幹 事 報 告  

 

（1）米山学友会総会が 10月 15日 12：20〜16

時の日程で新横浜グレイスホテルを会場

に行なわれる。申込の締切は 10 月７日。 

 

 委員会報告  

 

【松田啓会員】 

・米山特別寄付のお願い 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数  ２９名 

今回暫定  ２１／２９＝７２．４１％ 

前々回確定  ２１／３０＝７２．４１％ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pmGYLsacD5U
https://www.youtube.com/watch?v=pmGYLsacD5U
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 ニコニコＢＯＸ  

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 田川さんのご逝去を悼み。本日の

夜間例会宜しくお願い致します。 

生方 常明 彼岸が終わり本堂の金木犀が咲き

始めましたセミの声も止んで夜の

虫に声になりました。 

加藤  進 皆さんたまには一杯やって元気出

しましょう。 

佐久間 務 田川さんの訃報に接し、残念でな

りません。合掌。 

宮田 豊和 久しぶりの夜間例会うれしく思い

ます。皆さん今日は楽しみましょ

う。田川さんの訃報ビックリして

しまいました。ご冥福をお祈り申

し上げます。 

上原 良廣 田川さん、残念です。 

牧井 秀賢 本日寂しいことになり、悲しいで

す。 

田邉 勝久 田川さんの訃報には驚きました。

つい先日お元気な姿を拝見したの

がまだ信じられません。 

赤塚 一志 皆様、夜間例会ご苦労様です。 

鈴木元一郎 久しぶりの夜間例会楽しみにして

おります。支度をしてくださる皆

様ご苦労様です。 

晝間  勝 夜間例会久しぶりに出席します。 

渡辺 直昭 本当に残念な事ばかりおきてます。 

 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

仲亀晃央 合谷保爾 上村政二 長澤尚明 

 

 

 

 

 懇 親 会  

 

 

開会の辞 石渡 宏衛会長 

 

献杯 長澤 尚明直前会長 

 

歓談・会食 

 


