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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１４号令和３年１１月２５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 2302 回例会 

令和３年 11 月 18 日 
 

斉 唱 「旅愁」 

ゲスト ロータリー財団補助金委員会 

副委員長 加藤 英様 

 

 会 長 報 告  

 

Ｒ財団補助金委員会 副委員長 加藤様、この

度はお忙しい中、横浜鶴見北ＲＣへお越しいた

だきありがとうございます。Ｒ財団の方針や貴

重な卓話を拝聴させて頂き勉強させて頂きます。

どうぞ宜しくお願い致します。 

続きまして、新型コロナウイルス感染者数で

すが引き続き落ち着いています。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 11 月 15 日時点で全国

9,552 万人(75.9%)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

数は今週に入っても 11 月 14 日 12 人、11 月 15

日 18 人、11 月 16 日 9 人と順調に抑制できてい

るようです。皆様の周りでも少しずつ生活範囲

が広がってきたでしょうか。私は先日宮古島に

出かけてきました。適切な感染対策のもとでの

外出でリフレッシュをして良い気分転換になり

ました。改めて「不要不急」の重要性を感じる

と共に、どこかで「感染リスク」を考慮して過

ごしている。やはり「今までの外出」とは大き

く違うため「心のケア」について考えさせられ

ました。 

順調に成果が出ている一方、前回の会長報告

で触れた「ブレイクスルー感染」について神奈

川県の発表がありましたので共有します。神奈

川県は新型コロナウイルスのワクチンを 2 回接

種したあと 2 週間以上たって感染が確認された

「ブレイクスルー感染」にあたる感染者が今年 6

月から 9 月までの 4 か月間に新たに感染が確認

されたのは 10 万 6074 人で、このうち 2.56％に

あたる 2,717人がワクチンを 2回接種したあと 2

週間以上たってから感染が確認されたブレイク

スルー感染だったということです。2717 人のう

ち死亡したのは 10 人で、全員が 65 歳以上だっ

たそうです。「ブレイクスルー感染」自体はワク

チン未接種の方がウイルスに感染するよりも重

症化リスクが低くなるというデータも出ている

そうです。 

次に、こちらも前回の会長報告で触れた新型

コロナウイルスの経口治療薬ですが塩野義製薬

が 9月 27日よりはじめていた治験について年内

にも国内での承認申請をする予定との報道があ

りましたので共有致します。こちらの治療薬は 1

日 1回、5日間経口投与することでウイルス抑制

と減少効果があるようです。同様の経口治療薬

は前回触れたメルク製は英国にて承認、ファイ

ザー製は年内に米国での使用許可を目指してい

ます。また、11 月 16 日に 95 の発展途上国での

製造・販売を認める契約を国連が支援する特許

団体と結んだと発表しました。普及することで

早期治療や医療機関の負担軽減に繋がります。 

新型コロナウイルスとの共生は確実に進んでい

ます。見送りが続いた奉仕活動も少しずつでき

るようになってきます。国内の感染者数は落ち

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。 
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 結婚記念日  

 

仲亀 晃央会員（１１月２６日） 

 

 

 創立記念日  

 

今井新一郎会員（１１月２１日） 

上村 政二会員（１１月２４日） 

 

 幹 事 報 告  

 

(1) 2021－2022オンライン RLI（ロータリーリー

ダーシップ研究会）パート 1開催のご案内 

日時：2021 年 12 月 19 日（日）9:00～17:00

（アクセス受付 8:45～） 

参加費：無料 

締切：2021年 10月 10日（金）必着 

【次回以降予定】2022年 1月 23日(日) 

2月 20日(日) 4月 17日(日) 

(2) セネガルとベトナム向け識字率向上支援 

図書寄贈プロジェクトのご案内 

地区国際奉仕委員会より、国際奉仕プロジェ

クトの紹介がありました 

プロジェクト名：「BIBLOプロジェクト ～セ

ネガルとベトナムの子ども達へ」 

プロジェクト主体：NPO法人手を洗おう会 

趣旨：教育の底上げと質を向上することを目

標のもと、子ども達が読書週間を身につけら

れるように図書を寄付する。 

ゴール：セネガル 5 州 20 カ所合計 1 万冊・

ベトナム 1000冊 

図書は現地調達 目安：セネガル 700 円/冊 

ベトナム 300円/冊 

興味のあるクラブは地区国際奉仕委員会へ 

NPO法人手を洗おう会 APHW：2000年セネガル

共和国で発足。セネガル駐在の外交団有志で

孤児院訪問や貧困者への食事支給を行った

のが始まり。2002年疾病予防のために子ども

達に手洗い習慣を付けることを目的に「手を

洗おう会：“セタル・ハレ”」として発足。2011

年 NPO法人登録 

https://teoaraoukai.com/ 

(3) ロータリー財団奨学生帰国報告会へのお誘

いと最近の学友会活動の報告 

ロータリー財団奨学生帰国報告会について 

日時：12月 5日(日)17－19時 

報告者：GG奨学生 4名 

D2590ロータリー財団学友会活動報告 

D2590 ロータリー財団学友会ニュースレター

2021年 8月号を添付 

⇒学友会の活動を報告するニュースレター

が、久々に発行されました。D2590 ロータリ

ー財団学友会近況報告集 2021を添付 

⇒ロータリー財団奨学生・学友 54 名からの

近況報告集です。 

(4) 音楽学友 8 名による演奏「花は咲く」URL ご

紹介 https://youtu.be/aPvFl4ayn0Y 

⇒昨年度制作した 8 名の音楽学友による「花

は咲く」の演奏を YouTube に公開しました。 

(5) 地区大会の案内【確認】 11月 27日【土】 

パシフィコヨコハマ会議室 

12時受付開始 13 時開会 18時閉会 
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 出 席 報 告  

 

会員総数   ３１名 

今回暫定   ２５／３１＝８０．６４％ 

前々回確定   ２５／３１＝８０．６４％ 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

加藤 英様 本日は卓話でお伺いしました。若

輩者ですがどうぞ宜しくお願い致

します。 

（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 Ｒ財団補助金委員会副委員長加藤

英様。この度はお忙しい中、横浜

鶴見北ＲＣにお越しいただきあり

がとうございます。Ｒ財団の貴重

な卓話を拝聴させて頂き、勉強さ

せて頂きます。どうぞ宜しくお願

い致します。 

簡  伸治 Ｒ財団補助金委員会、加藤副委員

長。本日は卓話ありがとうござい

ます。１２月１４日に新竹ＲＣ周

年例会が開催されますが今年も訪

問は叶いません。渡航可能になり

ましたら、皆で訪問しましょう。 

舟木 七郎 皆さんこんにちは。１１月１６日

以降、フィリピンの入国状況が良

くなりましたので、１２月５日よ

りフィリピンの方に行ってまいり

ます。国際奉仕活動もついでに行

う予定です。本日の卓話の加藤さ

ん宜しくお願い致します。 

今井新一郎 加藤副委員長、卓話拝聴いたしま

す。藤井聡太四冠すごいです。創

立記念を祝って頂きお礼申し上げ

ます。 

清水 勝幸 加藤様、本日はありがとうござい

ます。２０日の土曜日に全国ミッ

ションスクールの研修会でインタ

ーアクトについて話す予定です。 

上村 政二 仲亀さん結婚記念おめでとうござ

います。仲睦まじく。加藤様本日

はご苦労様です。 

天野 直樹 加藤Ｒ財団補助金委員会副委員長。

本日はお世話になります。しっか

りお話を伺って勉強不足の解消に

努めます。他力本願で恐縮です。 

牧井 秀賢 Ｒ財団補助金副委員長加藤様。本

日興味深いお話しお聞きします。 

宮田 豊和 加藤英様、本日は卓話ありがとう

ございます。財団の活動内容など

ご教授いただければ幸いです。 

上澤摩壽雄 Ｒ財団補助金副委員長の加藤さん

お役ご苦労様です。 

堀野 弘樹 Ｒ財団補助金委員会加藤様。本日

は卓話ありがとうございます。拝

聴させて頂きます。 

仲亀 晃央 Ｒ財団補助金副委員長加藤様。本

日は卓話を拝聴させて頂きます。

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） 

佐久間務 加藤進 石渡宏衛 鈴木元一郎 

上原良廣 合谷保爾 松田啓 晝間勝 

田邉勝久 赤塚一志 
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 卓   話  

 

『ロータリー財団・補助金について』 

 

ロータリー財団補助金委員会 

副委員長 加藤 英様 
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 例 会 予 定  

 

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」 

１２月３０日（木）休会 

 １月 ６日（木）休会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６回理事役員会議事録 

 

(1)令和 3年 10月会計報告→承認 

(2)蜂須賀さん高橋さん歓迎会決算→承認 

(3)年末家族親睦例会の件→承認 

12月 23日は通常例会とし、家族等は招待し

ない。感染症の状況が不確定なため、中止も

視野に入れているため。講話の中でプレゼン

ト抽選を行う。料理はグレードアップするな

どし、年末行事らしい運営を心がける。 

(4)2RC賀詞交歓会の件→承認 

1月 13日(木)12:00～14:00で開催予定 

感染症の状況により中止の可能性も含めて

準備する。 

中止になっても良い様に出し物は控える。両

会長の年頭挨拶を中心とする。 

(5)総会開催の件→承認 

12月 2日の例会終了後総会を開催する 

(6)フィリピン浄水器プロジェクト→承認 

渡航制限が緩和されたので実行する。今回は

舟木委員長に一任して、現地のロータリーと

共同しておこなう。 

(7)子ども食堂への支援の件→承認 

11月より平安子ども食堂並びに生麦子ども

食堂支援として、一歩舎よりお米を買い上げ

て寄付をする。 

各食堂に 10㎏を 5ヶ月＝10万円予算。 

(8)一歩舎へ農機具の寄贈する件→承認 

一歩舎とお話したところ、耕運機と草刈り機

を希望されました。 

合わせて 10万円程度の物を寄贈予定。 

 


