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第 2300 回例会 

令和３年 10 月 28 日 
 

斉 唱 「四つのテスト」 

ゲスト 株式会社 KID代表取締役 

    小畑 貴嗣 様 

 

 会 長 報 告  

 

皆様、こんにちは。先週 10 月 21 日木曜日に

第 4 グループ第一回会長幹事会に私と簡幹事が

出席して参りました。桑原薫ガバナー補佐の挨

拶の中で RIと地区の方針をお伝えいただきまし

た。その中で 

① 小倉 Gは「RIの要求であってもロータリー

らしくない事は受けない」というしっかり

した姿勢の持ち主なので、是非応援して貰

いたい。 

② 会員増強が難しい状況の中、特に退会防止

に努力して欲しい。RIの方針とは関係なく

しっかりしたクラブ作りをして欲しい。 

③ クラブ同士の垣根を低くする事はクラブ

を活性化し、ひいてはそれが退会防止につ

ながるので、クラブ同士の交流、知識の交

換を促進したい。 

以上 3点を仰っていました。 

続きまして、10月 25日に首都圏も行動緩和さ

れ、夜の街や観光地も徐々に人が戻り始めてい

るようです。皆様の周りはいかがですか？適切

な感染対策を行った上で、少しずつ以前の生活

を取り戻していきたいものです。先日、「毎年流

行するインフルエンザですが今年は大流行する」

と報道が出ていました。これからさらに人が動

くので危機感を感じたので少し触れたいと思い

ます。昨年の感染者数が例年に比べ 1/1000程度

に収まったことで集団免疫が備わっていないか

らだそうです。昨年にインフルエンザの感染者

数が激減したのは多くの人が新型コロナウイル

スの感染予防でマスクや手洗いをしていること

が要因との見解でした。すでにインフルエンザ

ワクチンの接種予約もはじまっていますが先週

に起きたニュースを紹介したいと思います。 

相模原市でインフルエンザワクチンを接種に

来た市内の 50代の女性に、誤ってファイザー製

の新型コロナワクチンを接種したという事故が

ありました。女性は 7 月に 2 回目のファイザー

製ワクチンの接種を受けていて、3回目のワクチ

ン接種となりましたがこれまでのところ健康状

態に異常はないそうです。事故の原因は、診療

所で名前を呼ばれたと勘違いして接種する場所

に入った女性に対して、医師が予診で本人確認

を十分に行わないまま接種してしまったことの

ようです。これからインフルエンザのワクチン

接種も多くなるので皆様におきましても十分注

意して頂ければと思います。 

また、国が推進しているワクチン接種状況で

すが、必要回数のワクチン接種が完了した方が

10 月 25 日時点で全国 8,879 万人(70.6%)と 7 割

を超えた方々が接種を終えています。神奈川県

の新型コロナウイルス感染者数は 10 月 23 日に

は 9 人とついに一桁まで下がりました。今週に

入っても 10 月 25 日 7 人、10 月 26 日 13 人、10

月 27日 15人と順調に抑制できているようです。

感染者数は落ち着いてきましたが毎週の例会を

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、本日の例会では天野親睦活動委員長、

牧井社会奉仕委員長、舟木国際奉仕委員長、上

原青少年奉仕委員長に就任挨拶をしていただき

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。 
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 入会記念  

 

加藤 進 会員（平成９年１１月６日） 

 

 幹 事 報 告  

 

(1) 地区大会の開催要領が変更になりました 

会場参加型に切替、YouTube配信は中止。 

パシフィコ横浜会議センター 

26 日(金)登録開始 14:00～本会議 15:00～

17:00出席対象者は会長・幹事・女性会員 

27 日(土)登録開始 12:00～本会議 13:00～

18:00出席対象者は地区内会員全員 

(2) 横浜東 RAC11月第一例会のご案内 

日時 2021年 11月 3日(水・祝)18:00～20:00 

場所 ホテルキャメロットジャパンと ZOOM

のハイブリット開催 

登録料（会場参加者のみ） 

ロータリアン・OB/OG 3,000 円 ／ アクタ

ー・ゲスト（30 歳以下）1,500 円  

登録締切：11 月 1 日(月) 

(3) ガバナー事務所より「卓話バンク」と「web

ロータリアンマップ」新規登録/メンテナン

スのお願いです。「卓話バンク」卓話者紹介

システムへの登録者一覧から記載内容の確

認変更をお願いします。「卓話バンク」への

新規登録者のご紹介をお願いします。「web

ロータリアンマップ」は地区内意の全ての会

員企業が登録可能です。多くの企業に登録い

ただき、情報が増えることでより使いやすく

なります。ぜひ積極的にご登録をお願いしま

す。 

(4) 地区チャリティーゴルフ成績表が届いてい

ます。全体で 144 名が参加、鶴見北からは 7

名参加するも、残念ながら今年は上位入賞は

できませんでした。 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数 ３１名 

今回暫定 ２３／３１＝７４．１９％ 

前々回確定 ２７／３０＝９０％ 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 小畑貴嗣様、本日はようこそ御出

で下さいました。どうか例会の雰

囲気など楽しんで行ってください。

天野委員長、牧井委員長、舟木委

員長、上原委員長、就任挨拶宜し

くお願い致します。豪華な顔ぶれ

ですねぇ。時間足りますか？ 

簡  伸治 本日卓話の皆様ご苦労様です。宜

しくお願い致します。小畑貴嗣さ

んようこそロータリークラブへ！

今日は楽しんで行ってください。 

上原 良廣 本日株式会社 KIDの小畑さんをお

連れしました。宜しくお願い致し

ます。 

高橋 敏昭 先週の入会式はありがとうござい

ました。上澤 PGを始め、皆様に感

謝致します。今後は新会員として

宜しくご指導下さい。 

今井新一郎 ご無沙汰しております。11月から

顔を出す予定です。 

田邉 勝久 就任挨拶の各委員長の皆様ご苦労

様です。一年間宜しくお願い致し

ます。月曜日に１回目のワクチン

接種をし、翌日に 38℃の高熱が出

て苦しみましたが水曜日には平熱

に戻りました。 

天野 直樹 小畑さん楽しんで頂ければ幸いで

す。 
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小笠原憲介 各委員長の就任挨拶ご苦労様です。

どうぞ宜しくお願い致します。 

渡辺 直昭 卓話の皆様、ありがとうございま

す。なんと本年度 6回目、次回は

次年度発表と早いですね。 

牧井 秀賢 本日就任挨拶致します。宜しくお

願い致します。 

鈴木元一郎 就任挨拶の皆様ご苦労様です。活

動時間が短くなってしまいました

が宜しくお願い致します。 

宮田 豊和 各委員長の皆様、卓話お疲れ様で

す。コロナも落ち着いてきました

し、今後の計画楽しみにしており

ます。 

加藤  進 各委員長さん就任挨拶ご苦労様で

す。活動計画書に記載された計画

はそろそろ準備に入って頂きたい

と思います。 

以下同内容の為、お名前のみ（敬称略） 

横山智司 石渡宏衛 上村政二 堀野弘樹  

舟木七郎 赤塚一志 合谷保爾 佐久間務 

晝間勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卓    話  

 

『就任挨拶』 

 

天野 直樹親睦活動委員長 

まずは、上原会員のご厚意で、新会員歓迎会を

ようやく行うことができます。11月 4日、18時

30 分からですが、ケータリングで中華料理を取

りまして、常倫寺常勝閣にて行います。委員の

方は委員会も開催しますので、17時 30分にお越

しください。ソーシャルディスタンスを取って、

感染防止に努めます。 

続きまして、親睦委員長としてご挨拶致しま

す。副委員長仲亀さん、委員は生方さん、小笠

原さん、蜂須賀さん、清水さん、石渡さん、宮

田さん、渡辺さん、祝さん、牧井さん、松田さ

んです。特に仲亀さんには、委員長が私なので

負担をお掛けしますが、よろしくお願い致しま

す。 

現在、コロナ新規感染者数は急速に減少し、

非情事態宣言も解除されておりますが、昨年度

も、例えば、11 月 2 日の神奈川の新規感染者は

22 人でほぼ同数でしたが、その後年末年始にか

けて感染者が急増し、2度目の非常事態宣言に至

りました。 

ワクチン接種も進んではいるものの、他方今年

の 6 月までにワクチン接種した方は、そこから

半年が過ぎて徐々にワクチンの効果が薄れてく

るのではないかとも指摘されております。お隣
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の韓国では、ワクチン接種率は 70％と日本とほ

ぼ同率でありながら、現在感染が急増している

状況です。企業も多くは忘年会や新年会を自粛

することとしています。以上を踏まえ、大変残

念ながら、2年続けて、年末家族親睦会は中止さ

せて頂きます。代わりに、12月 23日、会員だけ

で昼の例会として実施予定です。プログラムに

関しましては、プログラム委員長と協議の上、

親睦としてプログラムを組むこととなりました。

当初は、パワハラ防止法が中小企業にも 22 年 4

月から規制対象を広げて施行されるため、それ

を話そうとも思っていましたが、余り楽しい話

でないので、手前味噌で親ばかで大変恐縮なの

ですが、ウチの息子に話をさせようかとも考え

ています。息子は、簡幹事の息子さんと同級生

でしたが、簡ちゃんの息子さんの方はもう院ま

で出ているのに、ウチのはなぜかまだ大学にお

りまして（笑）、息子の所属している建築科の研

究室が、金沢 21 世紀美術館との共同で、「あな

たの街の使い方」という研究を行っています。

住民からの話を聞くためにマジックで客寄せ

をするのに必要とのことで高いマジック代も

払わされましたので、マジックも披露させなが

ら同研究テーマで卓話をさせて元を取ろうか

とも思っています。委員会の方で協議のうえで

決めて行きたいと思います。賀詞交換会につい

ては、１月 13 日に新横浜国際ホテルにて行う

予定です。但し感染状況如何で実施見合わせの

事態もあり得ます。行う場合も簡素化して時短

で行うことで感染防止に努めたいと思います。

年度末移動例会は、是非行えればと思っていま

す。このころまでにはコロナ禍が収束している

ことを祈っています。後 8 か月ですが、よろし

くお願い致します。 

 

 

牧井 秀賢社会奉仕委員長 

長澤会長、簡幹事年度に社会奉仕委員長をおお

せつかりました。牧井でございます。一年間、

宜しくお願い致します。昨年、委員長をお受け

した時に、こんなに永くロータリーの例会並び

に活動がコロナで止まるとは想像もしておりま

せんでした。昨年度、職業奉仕委員長をお受け

して最後に優良警察官、消防署員の表彰も郵送

にてとり行ない、かなり物足りない表彰でござ

いました。本年度も社会奉仕委員会も開催出来

ず一人委員長で一人で立案計画を立てておりま

すが、どこまで出来るか分かりません。本日か

なりコロナの発生がおさまっておりますが毎月

コロナの情報によりどう変化するのか分かりま

せん。本年度、活動計画として例年行っている 

老人ホーム美容師派遣等は目処も立ちません。 

この事業は多分、本年度の実施は不可能と思い

ます。あと一歩舎の事業協力、鶴見養護学校並

びに地元児童給食の支援等は出来ると思ってお

ります。本来、横浜鶴見北ロータリークラブの

伝統である体を使って奉仕をする活動は残念な

がら出来そうにありません。会員の皆様、コロ

ナが落ち着くまでは我慢でございます。先日、

加藤副会長より活動計画書に書いた事は全部や

る様にと指示がありましたが、その時の世の中

の流れで臨機応変に社会奉仕委員会は対応して

いきたいと思っております。会員の皆様、何卒

ご協力の程、宜しくお願い致します。これにて

就任のご挨拶と致します。 
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舟木 七郎国際奉仕委員長 

１・タイ山岳民族就学支援を継続していきます。 

２・ジョイセフランドセルギフト事業を継続し

ていきます。 

３・フィリピンの小学校に浄水器設置事業を継

続していきます。また、毎年度設置した浄

水器の利用状況を RCヴァレンズエラ ウエ

ストの皆さんと確認し、クラブ会員同士の

交流もしたいと思います。 

４・新竹ロータリークラブとの関係維持をして

いきます。 

 

 

上原 良廣青少年奉仕委員長 

今年度の青少年奉仕委員会は、新型コロナウ

イルスワクチン接種状況に寄りますが、当面は

活動自粛、感染拡大防止措置の影響で例年通り

の活動はかなり厳しいと思われます。 

当クラブにおける青少年委員会のプロジェク

トは聖ヨゼフ学園 IACと共に行うものが中心で

あり、又、学校・顧問教諭並びに保護者の同意

が必要不可欠であります、学校と何時も以上に

連携を取り、どの様な活動が可能か IAC委員長

と検討していきます。 

尚、平時に於けるプロジェクトは以下の様に

報告します。 

１・IACサマーミーティングへの参加 

２・「つるみ夢広場㏌総持寺」に於いての盲導犬

協会への募金活動 

３・IAC海外研修支援 

４・盲導犬協会訓練センター社会科見学学習支

援 

５・IAC年次大会への参加 

６・三ッ池公園フェスティバルに於いての薬物

乱用防止キャンペーン 

７・IACへの例会参加並びに、当クラブ例会参加

へのお願い 

８・他、IAC例会での講師派遣、職場体験等 

又、本年度も社会奉仕委員会と合同で引き続

きこども食堂の支援を継続していきます。 

厳しい環境の中、出来る範囲で周知、参加した

いと思います、又、このような状況下、新たな

活動も模索していきます。 

 

 例 会 予 定  

 

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」 

１２月 ２日（木）新横浜国際ホテル 

「米山奨学生卓話」 

１２月 ９日（木）新横浜国際ホテル 

         「前年度離任挨拶」 

１２月１６日（木）新横浜国際ホテル 

         「外部卓話」 

１２月２３日（木）新横浜国際ホテル 

         「年末例会」 


