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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１７号令和３年１２月１６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 
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第 2305 回例会 

令和３年 12 月９日 
 

斉 唱 「冬景色」 

 

 会 長 報 告  

 

皆様、こんにちは。まずは新型コロナウイル

ス関連から話をしていきます。新型コロナウイ

ルスの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 12 月 6

日時点で全国 9,777万人(77.7%)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 12月 6日 6人、

12 月 7 日 9 人、12 月 8 日 10 人と順調に抑制で

きているようです。 

気がかりなのはやはり感染された方の中にブレ

イクスルー感染されている方が増えていること

です。先日、横浜市では 3 回目接種の実施につ

いて今後の展望を発表しました。接種対象者は

「2 回目接種完了から原則 8 か月以上経過した、

横浜市に住民登録のある 18 歳以上の方」です。

対象の方へ個別通知(接種券等)が順次発送され

るようです。今月から接種可能となる方への接

種券は発送済み、1月が対象の方は 12月 20日に

発送予定となるようです。 

接種を受けるためには 1,2 回目と同様に事前予

約を取る必要があります。市での予約受付、ま

たは医療機関での予約受付が可能なようです。 

続きまして、オミクロン株(変異株)について

ですが 12 月 9 日時点で日本含め 53 超の国と地

域で確認されています。国内ではナミビア、ペ

ルー、イタリアからの入国者に 3 例に続き、ナ

イジェリアからの入国者 4 例目の感染者が確認

されました。厚生労働省は同じ飛行機に乗って

いた 103 人を全員濃厚接触者とみなし、すでに

すべての人と連絡がとれていて入国後 14日間は

宿泊施設での待機を求めることにしています。

現在、オミクロン株感染者の濃厚接触者で県内

在住者に陽性が確認された人はいないようです。 

新型コロナウイルスの新規感染者が本日 2 万

人を超えた南アフリカの医師の見解では「デル

タ株が流行していた時の多くの患者は頭痛、め

まい、食欲の減退、体力の低下、せきなどを訴

えていた。せきは呼吸困難に陥るほど重く、治

療には多くの酸素が必要なため入院が必要であ

ったが、現状はのどにとどまるせきが多く、入

院治療の必要がないことが多い」と述べていま

す。 

また「先週、診察した感染者のうち、何人かは

ワクチン接種済みであった」とも述べており、

オミクロン株でブレイクスルー感染が起きた可

能性があること、オミクロン株に感染してもワ

クチンにより重症化を防いでいるのではないか

との見解を示しました。オミクロン株の感染力

やワクチンの効果に及ぼす影響などはまだ解明

出来ておらず、世界各国の科学者の研究結果が

注目されます。 

この様な状況下でやはり、いま我々にできるこ

とは手洗いうがいなど、基本的な予防をするこ

とです。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、本日は前年度奉仕委員長による離任

挨拶をお願いしております。上澤さん、田邉さ

ん、生方さん、上原さん。皆様の卓話を楽しみ

に拝聴させていただきます。宜しくお願い致し

ます。 

以上、会長報告でした。 
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 誕 生 祝  

 

上原 良廣 会員（１２月９日） 

 

 

 結婚記念日  

 

小笠原 憲介会員（１２月２５日） 

 

 

 創立記念日  

 

上原 良廣 会員（１２月９日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 幹 事 報 告  

 

(1) 2【横浜東 RAC12月第二例会】 

日時：12月 15日（水）20：00～21：30 

内容：「意外と知らない落語の基礎知識」 

場所：①ホテルキャメロットジャパン 

   ②オンライン 

登録料（会場参加）：ロータリアン 3,000円 

(2) 2024-25 年度ガバナーノミニー候補者推薦依

頼の件  

提出締切 2022年 2月 7日月曜日 

(3) 一歩舎より年末のご挨拶とボランティア感

謝デー中止のご案内が届きました。 

(4) 横浜鶴見北 RCリーフレットの件 

会員増強活動として、先ずは RC の活動を知

ってもらう事が大切です。 

全会員が活動案内のリーフレットを常に携

帯して、会員候補者へ手渡しをお願いします。 

目標は毎週お一人にお渡しです。補充できる

ように受付に常備しておきます。 

ご協力よろしくお願いします。 

 

 委員会報告  

 

【舟木七郎会員】 

・オミクロン株によりフィリピン渡航禁止につ

いて 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数   ３０名 

今回暫定   ２４／３０＝８２．７５％ 

前々回確定   ２２／３１＝７０．９６％ 
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ニコニコＢＯＸ 

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 今朝の富士山は、裾野まで雪化粧

できれいでした。気づけば今年も

残り３週間になりました。２０２

１年に悔いを残さない様に全力で

頑張ります。上澤さん、田邉さん、

生方さん、上原さん無茶ぶりの卓

話ですがよろしくお願いします。

楽しみに拝聴させて頂きます。 

簡  伸治 前年度離任挨拶の皆様時期が遅く

なって申し訳ございません。皆様

の卓話楽しみです。寒くなってき

ました。免疫力アップには週２回

～３回の軽い運動が効果的です。

是非取り組んで下さい。 

堀野 弘樹 前年度離任挨拶の皆様、本日は卓

話ご苦労様です。１２月にもまだ

離任挨拶やるのですね。拝聴致し

ます。 

小笠原憲介 欠席が続いてしまいすみません。

先日渡辺さん、堀野さん、天野さ

んに元麻布の会員制ＫＡＺＵＭＡ

に連れていっていただきました。

料理もお酒もおいしくて最後はな

んとか家に帰宅しました。渡辺さ

ん、堀野さん、天野さん本当にあ

りがとうございました。 

 

上原 良廣 本日誕生日をお祝いいただき有難

うございます。フードバンクのパ

ンフをお持ちしました。ご協力お

願いします。 

鈴木元一郎 上原さん、小笠原さんおめでとう

ございます。益々のご発展をお祈

りいたします。 

天野 直樹 離任挨拶の皆様、お疲れ様です。

１０分遅れで席につきましたが遅

刻ではなく、深刻なＤＶ案件の電

話対応していました。最近メンタ

ル不調の方の案件が多く繊細な私

の神経がいつまでもつかと言うと

カミさんに一笑されました。 

清水 勝幸 離任挨拶お疲れ様です。今日はよ

ろしくお願いします。 

加藤  進 前年度、全く活躍出来なかった皆

さんご苦労様です。又、次のチャ

ンスにお仕事してください。 

舟木 七郎 皆さんこんにちは。オミクロン株

の猛威で入国規制変更により成田

空港から帰ってまいりました。渡

航用のＶＩＳＡを申請する準備を

しています。本日前年度離任挨拶

の皆さん宜しくお願い致します。 

田邉 勝久 本日離任挨拶をさせていただきま

す。日本全土で地震が起きていて

気掛かりです。先ほども鹿児島で

震度５強の地震がありました。 

上村 政二 本日記念日の皆様おめでとうござ

います。又、離任挨拶の皆様ご苦

労様です。 

宮田 豊和 前年度離任挨拶の皆様半年ほど過

ぎての離任挨拶お疲れ様です。し

っかり拝聴致します。先日米山奨

学生を囲む集いに参加して参りま

した。まだ飲食が出来ないのが残

念でした。 

今井新一郎 離任挨拶の皆様お疲れ様です。上

原会員お誕生日おめでとうござい

ます。小笠原会員結婚記念日おめ

でとうございます。 

以下同内容の為、お名前のみ（敬称略） 

佐久間務 仲亀晃央 牧井秀賢 祝康一  

石渡宏衛 横山智司 合谷保爾  
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 卓   話  

 

『前年度離任挨拶』 

 

上澤 摩壽雄クラブ奉仕委員長 

 

 

田邉 勝久社会奉仕委員長 

 

 

生方 常明職業奉仕委員長 

 

 

上原 良廣青少年奉仕委員長 

 例 会 予 定  

 

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 

 １月１３日（木）新横浜国際ホテル 

         「２ＲＣ合同賀詞交換会」 
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第７回理事役員会議事録 

(1) 令和 3年 11月会計報告→承認 

(2) 年末家族親睦例会の件→ 

感染症の状況を鑑みて通常例会とし、家

族や来賓は呼ばない。料理をグレードア

ップし年末行事らしい運営とする。通常

例会との差額は、年末例会予算と今期の

食事費の余剰分でまかない、追加での集

金はしない。 

(3) 2RC賀詞交歓会の件→ 

合同賀詞交歓会は中止とする。オミクロ

ン株の増加が見られ、状況の終息は期待

できない。賀詞交歓会は世間的にレクリ

エーション色が強い。合同で行う事によ

り 80名を超える参加者になる。上記によ

り今年度は中止として、通常例会を行う。 

(4) 新竹 RC周年例会の件→ 

台湾への渡航が規制中のため参加は取り

やめ、祝辞を送るのみとした。 

(5) 国際奉仕委員会フィリピン浄水器プロジ

ェクトの件→ 

フィリピンの渡航条件変更により舟木委

員長の訪問が延期になった。VISAを取得

して再度訪問予定。万が一渡航できない

場合でもヴァレンズエラ RCに依頼し、プ

ロジェクトを完了させる。 

(6) 藤林会員への弔慰金支出の件→承認 

クラブ慶弔規定に基づき 5万円を支出。 

(7) ガバナーノミニー候補者推薦の件  

現状では候補者はいない、1月理事役員

会にて最終決定する。 

(8) 新入会候補者推薦の件→ 

推薦者  加藤会員 

候補者  聖ヨゼフ学院 多田信哉校長 

会員種別 アンバサダー会員 

全員一致により承認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


