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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１１号令和３年１０月２８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 2299 回例会 

令和３年 10 月 21 日 
 

斉 唱 「奉仕の理想」 

ビジター 川崎南ＲＣ  山内 耕三様 

    横浜都筑ＲＣ 楠美 憲輔様 

 

 会 長 報 告  

 

皆様、こんにちは。10 月 1 日に緊急事態宣言

が明けて以降、人の動きが活発になってきまし

た。そんな状況下でも首都圏の新型コロナウイ

ルス感染者数は減少傾向です。神奈川県では横

浜市内にて実証実験がはじまる予定です。千葉

県では 1 日(金)から厳格な認証を取得した飲食

店の時短解除という取り組みが始まっています。

また、埼玉県では 22日(金)から上尾駅付近で飲

食店 50店舗を対象とした営業時間緩和の実証実

験が行われています。今後予想される第 6 波以

降でこのような新たな withコロナに向けた取り

組みはさらに増えていくでしょう。 

今週末には各都道府県が出した自粛要請の期限

を迎えます。東京都では認証店への酒提供を含

めた時短要請を 10 月 24 日の期限で解除する方

針のようです。非認証店には引き続き酒提供を

含めた時短要請が出ると思われます。 

「不要不急の外出は控えてください」この言葉

は新型コロナウイルス蔓延する中、何度も聞き

ました。 

感染者数が落ち着いてきた今、「旅行に行きたい」

「飲みに行きたい」「セミナーに参加したい」「〇

〇さんに会って話したい」という不要不急を求

めていませんか？不要不急と言われてきたモ

ノ・事柄は生活の一部です。多くの人が求めて

いること・拠り所であり「必要」なことなのだ

と思います。徐々にですがこの不要不急への緩

和がされていく一方で人の動きが活発になり、

感染リスクが上がるのも確かです。いまは一人

一人が人間らしい、自分らしい生活を一日でも

早く送れるよう感染防止に留意し、「不要不急」

を楽しむことが大切なのだと思います。 

続きまして、神奈川県の新型コロナウイルス

感染者数ですが 10 月 18 日には 23 人、10 月 19

日には 10人、10月 20日には 16人と順調に抑制

できているようです。8・9 月の急増を経験した

からかワクチン接種数の増加と 1 人 1 人の感染

防止対策が功を奏しているのでしょうか。毎週

の例会を安心して迎えられるよう、会員の皆様

も引き続き感染防止に留意していただくようお

願い致します。 

最後に、本日の例会では蜂須賀会員にイニシエ

ーション・スピーチをしていただきます。楽し

みにしています。どうぞ宜しくお願いします。 

以上、会長報告でした。 

 

 入 会 式  

 

 

高橋 敏昭 

生年月日 昭和２３年３月１５日 

事業所名 有限会社テイ・ビイ・エム 

事業所所在地 横浜市金沢区能見台 3-51-1 F棟 206 

自  宅 横浜市金沢区能見台 3-51-1 F棟 206 

職業分類 不動産賃貸業 

推 薦 者 藤林豊明・天野直樹 
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 誕 生 祝  

 

蜂須賀達寿 会員（９月１４日） 

清水 勝幸 会員（９月２６日） 

 

 幹 事 報 告  

 

(1)10.22日経新聞にロータリー広報記事掲載の 

ご案内です。本年度第２地域 ロータリー公共イ

メージコーディネーター補佐を務められており

ます高良パストガバナーより、日本経済新聞に

ロータリーの広報記事が掲載されることになっ

たとのご連絡がありました。これは辰野克彦 RI

理事が企画され、横浜ロータリークラブはじめ

日本のロータリーの創成期より活動されている

ロータリークラブのご協賛を頂き実現したもの

です。各クラブにおかれましては、是非ご覧頂

き、地元地域社会で活動される際等に本広報記

事をご活用頂ければと思います。 

(2) 今月の“ハイライトよねやま”です。 

▼全文は、こちらよりご覧ください。

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/

summary/highlight259_pdf.pdf 

(3) D2590米山学友会の総会（オンライン）が開

催されます。コロナ禍の中で少しでもコミュニ

ケーションを取り合い、お互いの意思疎通が図

れればと学友会が企画したものです。ご多用中

恐縮ですが、ぜひ多くのロータリアンの皆様に

もご参加いただけますようお願い致します。 

日時：10月 30日（土）13時～オンライン ZOOM 

 

 委員会報告  

 

【天野会員】 

・新会員歓迎会 11/4(木)18：30～開催予定。 

【石渡会員】 

・次年度役員のお願い。 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数 ３１名 

今回暫定 ２８／３１＝９０．３２％ 

前々回確定 ２５／３０＝８３．３３％ 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

山内耕三様 本日は高橋さんの入会式とお聞き

してメークアップにお邪魔しまし

た。宜しくお願い致します。 

楠美憲輔様 お世話になります。今日は高橋敏

昭様の入会式に表敬訪問に参りま

した。宜しくお願い致します。 

（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 高橋さん入会おめでとうございま

す。これから横浜鶴見北ＲＣを一

緒に盛り上げていきましょう。蜂

須賀さんやっと「イニシエーショ

ンスピーチ」できますね。チャリ

ティーゴルフ大会に参加の皆様、

お疲れ様でした。遅刻して御免な

さい。 

簡  伸治 高橋さんご入会おめでとうござい

ます。私の次男孝介レンタルサロ

ンをオープンしました。鶴見駅東

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight259_pdf.pdf
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight259_pdf.pdf
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口徒歩一分の所です。出張マッサ

ージ、エステ、ネイルの方向けの

施設になります。どうぞ宜しくお

願い致します。 

蜂須賀達寿 本日イニシエーションスピーチさ

せていただきます。宜しくお願い

致します。 

上澤摩壽雄 高橋さん入会おめでとうございま

す。私のガバナー年度では会員増

強の委員長をお願いし、大活躍し

て頂き、有難うございました。又

活動を一緒にやっていきましょう。 

合谷 保爾 高橋さん入会歓迎します。蜂須賀

さんイニシエーションスピーチ拝

聴致します。 

渡辺 直昭 やっとやっとのイニシエーション

スピーチ。おめでとうございます。

先日のＲＣゴルフコンペお疲れ様

でした。 

田邉 勝久 蜂須賀さんイニシエーションスピ

ーチ拝聴させていただきます。高

橋敏昭さんようこそ当クラブへ。 

上村 政二 本日誕生祝の皆さんおめでとうご

ざいます。益々お元気で。蜂須賀

さん本日卓話ご苦労様です。 

赤塚 一志 高橋敏昭さんの入会おめでとうご

ざいます。蜂須賀さんイニシエー

ションスピーチ拝聴致します。 

上原 良廣 蜂須賀さんやっとですね。楽しみ

に拝聴します。寒いですね、秋は

どこに行ってしまったのでしょう。

銀杏が大変です。 

天野 直樹 高橋さん入会おめでとうございま

す。私のクラブでの体たらくを目

のあたりにしてお手柔らかに。皆

さんお会いできてうれしいです。 

加藤  進 高橋さんようこそ！横浜鶴見北Ｒ

Ｃも色々な人がいますが、楽しく

やりましょう。 

鈴木元一郎 高橋様入会おめでとうございます。

これからお世話になります。宜し

くお願い致します。蜂須賀さん本

日はご苦労様です。楽しみに拝聴

させて頂きます。 

舟木 七郎 皆さん、こんにちは。先日チャリ

ティーゴルフ大会参加の皆様お疲

れ様でした。本日入会を迎えられ

る高橋様ようこそ。イニシエーシ

ョンスピーチの蜂須賀様宜しくお

願い致します。 

石渡 宏衛 高橋さんようこそ！！これからよ

ろしくお願いします。 

宮田 豊和 高橋様入会おめでとうございます。

大変うれしく思います。末永くお

付き合いください。蜂須賀さん予

定がだいぶ延びてしまいましたが

イニシエーションスピーチお疲れ

様です。しっかり拝聴致します。 

清水 勝幸 高橋さん入会おめでとうございま

す。これからもよろしくお願いし

ます。蜂須賀さんスピーチ楽しく

聞かせていただきます。 

堀野 弘樹 山内様、楠美様本日はようこそい

らっしゃいました。高橋様ご入会

ありがとうございます。これから

よろしくお願いします。蜂須賀さ

んやっとイニシエーションスピー

チですね。楽しみに拝聴させてい

ただきます。 

小笠原憲介 蜂須賀さん卓話ありがとうござい

ます。拝聴致します。久々の参加

になります。どうぞ宜しくお願い

致します。 

以下同内容の為、お名前のみ（敬称略） 

松田啓 横山智司 田川邦三郎 晝間勝  

仲亀晃央 佐久間務 
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 卓    話  

 

『イニシエーションスピーチ』 

 

蜂須賀 達寿会員 
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 例 会 予 定  

 

１１月 ４日（木）休会 

１１月１１日（木）新横浜国際ホテル 

「就任挨拶」 

１１月１８日（木）新横浜国際ホテル 

         「地区Ｒ財団卓話」 

１１月２５日（木）新横浜国際ホテル 

         「外部卓話」 

 

第５回理事役員会議事録 

 

(1)令和 3年 9月会計報告→承認 

(2)年末家族親睦例会開催について→承認 

12月 23日に昼開催とする。会員だけで行う。内

容は委員会で検討し次回理事役員会にて審議 

(3)2RC賀詞交歓会の件→承認 

1月 13日(木)予定 鶴見北が担当。感染症の状

況により中止の可能性も含めて準備する。横浜

東 RCに確認⇒10/21会長幹事に確認済み 

(4)国際奉仕委員会 フィリピン浄水器プロジ

ェクトの件→承認 

過去に寄付した浄水器の現状報告と今後の方針

地区補助金も入金されているので行う方向。規

制が緩和され次第舟木委員長がフィリピンに行

き打合せ予定。 

(5)繰越金の件→承認 

例会休会により支出が無かったため 10月 11月

12月の会費は集めないこととする。 

(6)横山ピアニスト休会中の手当について 

→承認 

※前年度緊急事態宣言で休会中に給与をお渡し

しておりましたので今回も休会中の給与をお渡

ししようと思います。27,000円×2か月分 

(7)事務局の掃除機故障による買い替えの件 

→承認 

(8)休会中の理事役員会の承認議案の確認 

→承認 

 


