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週報第１７号令和４年１１月２４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 2338 回例会 

令和 4 年 11 月 17 日 
 

斉 唱 「四つのテスト」 

 

 会 長 報 告  

 

会長報告をいたします。先週の金曜日、土曜日

と地区大会がパシフィコ横浜にて開催されま

した。11日の金曜日には私と生方幹事、上澤

PGが参加し、さいたま新都心 RCの井原實国際

ロータリー会長代理による国際ロータリーの

現況報告をお聞きしました。その後、ロータリ

ーの重点分野に加わった環境に因んで、プロナ

チュラリストの佐々木洋さんによる「身近な生

き物から学ぶ持続可能な社会」と題した講演を

お聞きしました。SDGsとからめた昆虫のお話し

をしていただき大変興味深くお聞きしました。

RI会長代理歓迎晩餐会には天野さんも参加さ

れました。翌 12日の本大会には多くの会員の

皆様がご参加下さいました。本大会に先立ち、

ロータリー財団委員会による平和フォーラム

が開催されました。このフォーラムには日本人

の平和フェロー5人が参加され、それぞれの活

動をご紹介いただいた後、パネルディスカッシ

ョンを行いました。米山奨学生と違い、財団奨

学生はあまり身近に接することがなく、まして

や平和フェローに至っては殆どお目にかかる

ことがありませんでした。今回、日本人 5名の

平和フェローが集まってのフォーラムは今ま

でに例がないそうです。この平和フェローそれ

ぞれが、世界の紛争解決に活躍されている様子

がよく分かり、我々のロータリー財団寄付が、

有効に使われていることがよく分かりました。

先週の会長報告でもお伝えしましたが、この平

和フェローに聖ヨゼフ学園インターアクトク

ラブ出身の深谷春奈さんが当地区から 4 人目、

14年ぶりに選出され、来年 9月からアメリカの

デューク大学のロータリー平和センターで学

ばれます。深谷さんも平和フォーラムにおいで

になり、紹介されておりました。本大会の表彰

では渡辺さんがロータリー財団のメジャード

ナーとして、藤林さんの妙高企業が米山特別功

労法人として、奥様の藤林直美さんが特別表彰

を受賞されておりました。長寿会員として当ク

ラブから上村会員、赤塚会員、上澤会員、鈴木

会員、合谷会員、晝間会員がお祝いされており

ました。ドリンクコーナーでは米山学友会のダ

ンちゃん、蔡君、奨学生のギア君がドリンクサ

ービスを頑張っており、会員の皆様にも多くの

スマイルを頂戴しました。ありがとうございま

す。 

また、後ほど委員会報告があると思いますが、

昨日、堀野社会奉仕委員長と一緒に平安子ども

食堂に一歩舎のお米を届けてまいりました。 

そして、本日松阪脩平さんを新たに会員とし

てお迎えすることができ、大変嬉しく思ってお

ります。これからご一緒にロータリー活動を楽

しみましょう。 

来週は横浜港北ロータリークラブとの合同

例会で、藤林直美さんの入会式もございます。

多くの皆様のご出席をお願いします。 

そして本日の理事役員会では北村さんの入

会の審議も行われます。理事役員会でご承認い

ただければ、会員の皆様にご案内しますのでよ

ろしくお願いします。 

そして、本日の松阪さんの入会にあたっての

研修を研修委員会の高橋さんと今井さんにし

ていただきました。ありがとうございます。来

週もよろしくお願いします。高橋さんには急遽

卓話もお願いしました、どうぞよろしくお願い

します。 
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  入 会 式   

 

 

松坂 脩平 

生年月日 １９８７年４月２１日 

事業所名 寶泉寺 

事業所所在地 鶴見区下末吉６―１９―３１ 

職業分類 仏教（曹洞宗） 

推 薦 者 上原良廣 

 

 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）『ハイライトよねやま 272号』 

（2）ローターアクト学友会より行事案内あり。

内容は『難民問題について考える』とのこと。

日程は 12月 18日・開式 14時 30分から 16時

45分の間、対面とオンラインとのハイブリッド

で開催。登録等の詳細は回覧にて確認いただき

たい。 

（3）2023世界大会（メルボルン）旅行案内。

詳細は回覧にて確認いただきたい。 

（4）次回例会（11月 24日）は港北ＲＣとの合

同例会なので、会場は新横浜プリンスホテルに

変更。点鐘時刻は 12時 30分。 

（5）本日例会後、理事役員会が開催される。 

（6）前回からの継続案件として、ロータリー

財団奨学生の募集案内・ロータリー財団寄付・

年末家族親睦会への景品寄付のお知らせ。 

 委員会報告  

 

【生方常明会員】 

・地区大会について 

 

 
【赤塚一志会員】 

・ロータリーの友１１月号について 

【堀野弘樹会員】 

・子ども食堂へ一歩舎のお米の寄付活動 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数  ２９名 

今回暫定  ２４／２９＝８５．７１％ 

前々回確定  １１／２８＝４４％ 
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 ニコニコＢＯＸ  

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 地区大会参加の皆様お疲れ様で

した。松阪様ご入会おめでとうご

ざいます。ロータリーを楽しんで

ください。高橋さん今井さん本日

はありがとうございました。 

生方 常明 地区大会ご参加の皆さんお疲れ

様でした。平和フォーラムは面白

かったです。特には軍事と対にな

った平和運動という視点が良か

ったです。 

堀野 弘樹 松阪さんご入会おめでとうござ

います。これからよろしくお願い

します。石渡会長、昨日はお疲れ

様でした。本日も地区米山委員会、

天野さんとも宜しくお願い致し

ます。高橋さん、鈴木さん本日は

卓話ありがとうございます。 

今井新一郎 松阪様、ご入会おめでとうござい

ます。宜しくお願い致します。高

橋様、鈴木様卓話楽しみです。創

立記念を祝っていただき御礼申

し上げます。 

上原 良廣 本日、松阪さん入会おめでとうご

ざいます。楽しくやりましょう。 

晝間  勝 高橋さん、鈴木さん就任挨拶ご苦

労様です。松阪さん入会おめでと

うございます。以後よろしく。 

長澤 尚明 松阪さん入会おめでとうござい

ます。これからよろしくお願いし

ます。高橋さん、鈴木さん就任挨

拶ご苦労様です。一年間宜しくお

願い致します。 

鈴木元一郎 松阪さん入会おめでとうござい

ます。これからお世話になります

が宜しくお願い致します。本日の

就任挨拶内容がなくて本当に申

し訳ございません。 

牧井 秀賢 松阪新会員本日は入会おめでと

うございます。これからは若い力、

期待しています。 

田邉 勝久 松阪さん入会おめでとうござい

ます。釣りが趣味と伺っています

ので楽しみです。 

上村 政二 本日卓話の皆さんご苦労様です。

松阪さん入会おめでとうござい

ます。 

合谷 保爾 松坂脩平様、入会おめでとうござ

います。高橋さん、鈴木さん就任

挨拶拝聴いたします。 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

小笠原憲介 清水勝幸 渡辺直昭 赤塚一志 

佐久間務 簡伸治 祝康一 松田啓 加藤進 

 

 卓   話  

 

『就任挨拶』 

 
高橋 敏昭研修委員 

（原稿：上澤摩壽雄） 

ロータリーの「研修の重要性」についてお話

しするよう仰せつかった上澤でございます。一

口にロータリークラブの「研修の重要性」と申

しましても、その内容・範囲・歴史等々膨大な

ものがありまして、少々困惑しているところで

あます。ロータリーとは何でしょう。 

ロータリーの基本的考え方、とらえ方に対し

私がモットーとしているものがあります。それ

は 1959年、当時国際ロータリー会長だったハ

ロルド・トーマス氏が「我々が学ばなければな

らない最も重要な教訓の 1つ」として述べられ

た言葉をご紹介します。『我々がロータリーの

聴衆を前に話をする時は、その聴衆を形成する
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人々の才幹、貫禄に対して常に正しい尊敬の念

を持たなければなりません。その人々は、多く

の事について自分より遥かに多くの事を知っ

ているでしょう。そのような中、壇上に立たせ

て頂く者のただ 1つの頼みは、ロ-タリーにつ

いては若干色々な研修を受け、ほんの少しばか

り多く知っているところがあるかもしれない、

ということです。しかしそれすら、必ずしもい

つもそうとは限らないのです。ロータリアンは

全て成熟した人たちであること を常に忘れて

はなりません。ロータリアンは日頃指図を受 

けることより、指図を与えていることの方が多

い方々です。また、それぞれ自主的なお考えを

持っておられるので、リーダーシップには従う

が命令には従わない方々と心得ておくべきで

す。以上が、ハロルド・トーマス氏の言葉です。 

このような 教訓を胸にこれからお話しさせて

頂きますので宜しくお願い致します。 

この研修委員会の本来の委員会活動を活発

に機能させようということになり、2010年度ま

でロータリー情報委員会がクラブに定着して

いた経緯もありましたが、2011年度より各クラ

ブに研修委員会を設置する旨要請がありまし

たが、クラブの足並みが必ずしも揃ってはいな

いのが現状です。これは、ある程度はやむを得

ないところもあるのは当然かと思います。何故

かと申しますと、手続き要覧 2004年版までは

ロータリー情報委員会の責務が提示されてお

りましたが、2007年度版からは敢えてロータリ

ー情報委員会または委員活動は謳われており

ません。これらの主旨は他の委員会で網羅しな

ければならないと解釈され、地区研修委員会に

て補うよう要請がありました。また各クラブで

も同様です。大変重要な責務と痛感しておりま

す。 

さて、そこで 2010-2013年版の手続き要覧で

すが、地区研修委員会の任務および責務は明確

に表示されておりますが、クラブ研修委員会の

任務および責務は具体的には表示されており

ません。 地区研修・協議会、地区チーム研修

セミナー、クラブレベルの指導者育成、研修セ

ミナー他、ほとんどの研修に当たる責務がある

旨を指摘しております。このため、まず今まで

定着しておりましたロータリー情報委員会も

含めてロータリーの広範囲な研修に従事する

ことを要請されたのであります。このようなこ

とから、クラブ・地区の研修委員会の責務 の

重要性を認識しなければなりません。ロータリ

ーが誕生してから 110年間の変遷を鑑み、ロー

タリーとは何かを考える上で最も大切なこと

は、ロータリーの目的、精神は何かということ

です。選ばれて入会して、手続き要覧に初めて

出会ったロータリアンはその難しい理屈に圧

倒され、しばし途方にくれることもあります。 

このようなロータリーを管理する技術的な仕

組みは無論重要ではありますが、二次的なこと

に過ぎません。私たちは、その組織規程のみに

惑わされることなく、その背後にあるロータリ

ーの精神を見抜かなければなりません。いくら

ロータリーの奉仕プロジェクトを学んでもそ

の精神が分からなければロータリーは分かっ

たとは言えません。手続き要覧 2013年版には、

地区研修委員会の活動指針が明確に示されて

おります。しかし、クラブ情報委員会の名称で

の委員会活動は明示されておりません。 但し、

別の項目でその活動方針に類すると思われる

項目があります。 

いずれにしても、ロータリーがロータリアン

に求めているものは何か、またそれを組織立て、

目標を定めて着実にまた具体的に求めている

ものは何かを追求しているのであります。会員

に如何にロータリー知識と理解を広げるか、ま

た如何に有益なクラブ活動として今後繁栄で

きるかを、地区クラブを挙げて考えてみる必要

があります。クラブのロータリー研修委員会は、

会員、特に新会員 がロータリーを正しく理解

し、ロータリーの歴史から始まり組織・特典・

精神等、ロータリーの究極的な活動、そしてそ

れらに対する賢務を理解するようなプログラ

ムを提供する活動をしなければなりません。ク

ラブ研修委員会は、ロータリー研修の格段の必

要性を強調し、この方面に於いで RI地区研修
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委員会からの有益な助言者として注意を喚起

しなければならないのです。また、地区研修と

クラブ研修の整合性を整理して幅広くクラブ

全会員に絶えず研修を開催して伝達すべき責

任を持っている、極めて重要な高い地位に置か

れていることを自覚しなければなりません。 

従って、クラブ研修委員会は考え得る最高の

適任者を任命すべきことが強力に推奨されて

いるのです。またクラブ研修委員会は、1年を

通じて定期的にクラブの委員会、その他の諸問

題を討議する機会を例会等に持つことを推奨

します。 

研修委員会は、会員にロータリアンとして必

要な知識を提供する対内的な機関の役目を持

つことを推奨します。研修委員会はロータリー

の RI、ゾーン、その他地区、他クラブの情報や

ロータリー知識として歴史、理念 精神、ルー

ル等を勉強する必要があります。このようなこ

とから 3年委員制を推奨しているのです。我々

ロータリアンは全てのロータリアンに与えら

れている奉仕の機会と可能性そして期待をは

っきり認識することが大切です。そしてこれら

を使命として実践に移すことで、ロータリーの

奉仕の理想を実現しましょう。 

 

 

鈴木元一郎会報・雑誌委員長 

 例 会 予 定  

 

１２月 １日（木）新横浜グレイスホテル 

         「外部卓話」 

１２月 ８日（木）新横浜グレイスホテル 

         「外部卓話」 

１２月１５日（木）新横浜グレイスホテル 

         「年末家族例会」 

１２月２２日（木）新横浜グレイスホテル 

         「音楽鑑賞例会」 

 

第９回理事役員会議事録 

 

（1）10月次会計報告→承認 

（2）クラブ組織表変更について→承認 

（3）年次総会の日程（12月１日から 12月 8

日）変更について→承認 

（4）クラブ定款・細則・会費細則・慶弔規定

の変更について→承認 

（5）新竹ＲＣ記念品について→承認 

（6）50周年記念事業の進捗報告→承認 

（7）新会員候補・北村藍様について→承認 

（8）社会奉仕委員会より「こども食堂」への

支援について→承認 

（9）年末家族親睦会について→承認 

 

 

 

 

 


