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週報第１２号令和４年１０月１３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 2333 回例会 

令和 4 年 10 月 6 日 
 

斉 唱 「君が代」 

    「横浜鶴見北ロータリークラブの歌」 

ビジター 米山奨学生 グエントゥアンギアー君 

 

 会 長 報 告  

 

急に寒くなりました。皆様風邪を引かれない

ようご注意ください。これからインフルエンザ

の季節となり、新型コロナなのかインフルエン

ザなのか区別が付きにくいので、両方とも接種

を受けられることをお勧めします。そして来週

の火曜日 11日から鶴見の集団接種会場で 2価の

ワクチンの接種が始まります。前回の接種から 5

ヶ月経過された方が接種できます。新型コロナ

のワクチンとインフルエンザのワクチン接種は

少なくとも 2週間空けなくてはなりませんので、

日程調整が必要となりますのでご留意下さい。 

昨日、事務局の雨宮さんと田川さんのお宅に

弔問に行って参りました。田川さんのお嬢様に

お会いして弔意をお伝えするとともにクラブか

らの弔慰金をお渡しいたしました。田川さんは 8

月の終わりに入院され、当初はお元気で食事も

よく食べていたそうですが、急に状態が悪くな

り、ご逝去されたそうです。ロータリーの例会

を毎回毎回楽しみにされていたそうです。また、

ご存じの通り、例会で写真を撮影していただい

ていましたが、それらは全てご自身でパソコン

に取り込んでいたそうです。ご葬儀はご家族で

済まされ、来年早々または一周忌のころ、お別

れの会を予定しているとのことです。ご案内を

いただきましたら、是非多くの皆様と一緒に参

列したいと思います。 

また昨日は地区米山記念奨学委員会のカウン

セラー研修会がありました。当クラブからは宮

田さんがカウンセラーとして出席されました。

たまたま宮田さんの席は一番前で、斉藤地区米

山記念奨学委員会委員長の真ん前で、真剣に研

修を受けていました。宮田さんの新たな面を見

た気がしました。 

今月は米山月間です。月間にあたり、本日は

米山奨学生のギア君の卓話です。とても楽しみ

にしています。よろしくお願いします。 

また、10 月 23日は上原さんにお力添えいただ

き、總持寺にて米山梅吉法要例会を開催します。 

前回法要例会を行ってから 10年以上が経ってい

ると思います。他のクラブではできない例会で

すので、多くの会員の皆様のご出席をお願いし

ます。以上、会長報告です。 

 

  誕 生 祝   

 

石渡 宏衛 会員（１０月１日） 

牧井 秀賢 会員（１０月５日） 

 

 

 結婚記念日  

 

田邉 勝久 会員（１０月 ８日） 

赤塚 一志 会員（１０月１６日） 

松田  啓 会員（１０月１６日） 

上澤摩壽雄 会員（１０月２５日） 
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 創立記念日  

 

松田  啓 会員（１０月２日） 

 

 入会記念日  

 

松田  啓 会員（令和元年１０月３日） 

 

 幹 事 報 告  

 

（1）「卓話バンク」「Web ロータリアンマップ」

をご登録・ご活用を宜しくお願い致します。 

【卓話バンク】https://www.rid2590.jp 

【Web ロータリアンマップ】 

https://2590.org/rotarian-map/ 

（2）2022-23 年度 RLI（ロータリーリーダーシ

ップ研究会）パート２開催のご案内 

日 時：2022年 10月 16 日㈰ 9：00-17：00 

場 所：聖光学院中学校高等学校 

参加費：3,000円（当日徴収）  

申 込：ウエブサイトより（下記参照） 

〆切日：2022年 10月 11 日㈫ 

▽申込 URL 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS

cK7ZGH9W_Lekvrs_r1WF1XmhpDVjboG4Qz0lBI6jnC

wBA2wA/viewform?usp=sf_link 

 

 米山奨学金贈呈  

 

 

米山奨学生 グエントゥアンギアー君 

 委員会報告  

 

【松田啓会員】 

・米山特別寄付のお願い。 

【鈴木元一郎会員】 

・Ｒの友今月号の紹介 

 

 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＝７０％ 

 

 ニコニコＢＯＸ  

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 誕生日を祝っていただきありがと

うございます。ギア君卓話楽しみ

にしています。 

松田  啓 結婚記念日お祝い頂きありがとう

ございます。ギア君卓話ありがと

うございます。 

田邉 勝久 各記念日の皆様おめでとうござい

ます。結婚記念日をお祝い頂きあ

りがとうございます。米山奨学生

ギア君卓話頑張ってください。 

赤塚 一志 結婚記念日の田邉さん、松田さん、

上澤さんおめでとうございます。

結婚記念日を祝っていただきあり

がとうございます。 

上澤摩壽雄 結婚記念日を祝っていただきあり

がとうございます。 

牧井 秀賢 誕生日をお祝い頂きありがとうご

ざいます。 

上村 政二 誕生祝、結婚記念日の皆さんおめ

でとうございます。ギア君卓話ご

苦労様です。 

https://www.rid2590.jp/
https://2590.org/rotarian-map/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK7ZGH9W_Lekvrs_r1WF1XmhpDVjboG4Qz0lBI6jnCwBA2wA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK7ZGH9W_Lekvrs_r1WF1XmhpDVjboG4Qz0lBI6jnCwBA2wA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK7ZGH9W_Lekvrs_r1WF1XmhpDVjboG4Qz0lBI6jnCwBA2wA/viewform?usp=sf_link
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天野 直樹 皆様、大変ご無沙汰しております。

とりあえず元気でやってます。田

川さんの訃報残念でなりません。

クラブの行事に常に参加頂いてい

た田川さんの姿勢を見習ってクラ

ブを大事にしたいと思います。 

長澤 尚明 記念日の皆様おめでとうございま

す。ギアー君、本日は卓話ありが

とうございます。楽しみに拝聴さ

せていただきます。頑張ってくだ

さい。 

鈴木元一郎 誕生日、結婚記念日を迎えて大変

おめでとうございます。グエンさ

ん本日卓話楽しみしておりました。 

晝間  勝 各記念日の皆様おめでとうござい

ます。グエントゥアンギアー君卓

話ありがとうございます。 

仲亀 晃央 ギア君卓話楽しみに拝聴させてい

ただきます。妻の事ではロータリ

ークラブの皆様にご供花、香典、

又お別れの会では参列していただ

きましてお気遣い誠にありがとう

ございました。感謝いたします。 

清水 勝幸 グエントゥアンギアーさん今日は

卓話を楽しみにして来ました。 

堀野 弘樹 松田さん創立記念日、入会記念日

おめでとうございます。結婚記念

日の皆様おめでとうございます。

ギア君日本での留学生活楽しみに

しています。今日はさすがに半袖

は寒いです。 

今井新一郎 グエントゥアンギアー君、卓話楽

しみです。お祝いの方々、おめで

とうございます。鶴見出身のスー

パースター、アントニオ猪木氏に

合掌。 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

祝康一 合谷保爾 加藤進 佐久間務  

多田信哉 渡辺直昭 

 

 卓   話  

 

『日本留学の今までの成果』 

 

グエントゥアンギアー君 

 

 例 会 予 定  

 

１０月１３日（木）新横浜グレイスホテル 

        「就任挨拶」 

１０月２０日（木）新横浜グレイスホテル 

        「就任挨拶」 

１０月２７日（木）→２３日（日） 

          「米山梅吉法要例会」 

１１月３日（木）→休会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


