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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１８号令和３年１２月２３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 2306 回例会 

令和３年 12 月 16 日 
 

斉 唱 「奉仕の理想」 

ゲスト 宝珠悉皆師 那須 勲様 

 

 会 長 報 告  

宝珠悉皆師（ほうじゅしっかいし＝宝石のプ

ロデューサー）・那須勲様。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。貴重な卓話を楽しみに拝聴させて

頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。 

まず、二点ご報告致します。一点目は年明け

に予定しておりました 2RC 合同賀詞交換会です

が先日の理事役員会にて中止が決定しました。

「オミクロン株の動向が読めない状況で 2RC 合

同の会は避けた方が良い」との判断です。新年

の例会は鶴見北 RC単体での開催と致します。皆

様楽しみにされていたことと存じますが、ご理

解の程よろしくお願い致します。 

二点目は藤林豊明パストガバナーご逝去に際し

まして RI 会長並びに RI 理事会に代わり、事務

総長よりお悔やみの言葉が寄せられております

ので読ませていただきます。 

以下文章 

「このたびは、藤林豊明パストガバナーのご訃

報に接し、深い悲しみを覚えております。国際

ロータリーのシュカール・メータ会長に代わり、

また理事会メンバーを代表し、横浜鶴見北ロー

タリークラブの皆さまに心よりお悔やみ申し上

げます。藤林豊明様は、その人生においてロー

タリーの標語である「超我の奉仕」を実践され

ました。故人様のロータリーでのご活動、特に

2004-5 年度における地区ガバナーとしてご功績

を偲び、謹んで哀悼の意を表します。藤林豊明

様のご訃報を、「Rotary」誌の次号に掲載させて

いただきます。 

心を込めて ジョン・ヒューコ 事務総長 

続きまして、新型コロナウイルスワクチンの 3

回目接種について情報共有を致します。来年 3

月までの神奈川県内の対象者のうち約2割は 1,2

回目と異なるメーカー製を打つ「交差接種」に

なると県が想定していることが判明しました。

現状、米ファイザー製ワクチンが不足している

のが原因だそうです。1,2回目でファイザー製を

接種した人も、約 2 割は米モデルナ製の活用を

想定しています。3 回目接種の間隔の目安は、2

回目から 8 か月以上とされています。県による

と、県内では今月から来年 3 月までに医療従事

者や高齢者ら約 259 万人が対象とのことです。

このうち約 223 万人は 1,2 回目でファイザー製

を打ち、モデルナ製を打ったのは約 36万人だそ

うです。これに対し、政府が示した来年 3 月ま

での県内へのワクチンの配分予定は約 275 万回

分で、内訳はファイザー製約 160 万回分、モデ

ルナ製約 115万回分。3回目も同じワクチンを打

つ場合はファイザー製が不足しており、対象者

の約 24%にあたる 63 万人に対しては、交差接種

でモデルナ製の活用をする予定です。 

最後に、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 12 日時点で全国

9,810 万人(78.0%)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 12 日 10 人、12 月 13

日 10人、12月 14日 6人、12月 15日 16人と順

調に抑制できているようです。一方で、オミク

ロン株についてですが昨日新たに 15人の感染が

確認され国内でのオミクロン株への感染が確認

されたのは 32人となりました。厚生労働省によ

りますと、オミクロン株への感染が確認された

のは今月 7日から 12日にかけて羽田空港と成田

空港、関西空港から入国した 20 代から 70 代の

男女合わせて 15人です。ドイツやイギリス、ア

メリカなどに滞在歴があり、空港の検疫や待機

中の宿泊施設での検査で陽性反応が出ていたと
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いうことです。15 人のうち 3 人がせきやのどの

痛みを訴えていて、5人は症状がなく、残る 7人

は確認中とのことでした。また、感染者と同じ

飛行機に乗っていたおよそ 1100人の乗客全員を

濃厚接触者とみなし、入国後 14日間は宿泊施設

での待機を求めています。 

一部ではファイザー製の経口治療薬「パクス

ロビド」について「オミクロン株」のウイルス

の増加を防ぐ効果があるとの報道がありました。

一方、オミクロン株ではないデルタ株など既存

のウイルスを対象とした別の治験でも経口治療

薬の効果が確認されています。既往症や肥満な

どで重症化リスクの高い患者を対象とした最終

治験では入院または死亡のリスクを 89%低減す

ることも確認できたようです。いち早く経口治

療薬が普及し、ワクチン接種が進んでいない国

へ行き渡れば新たなウイルスの発生を抑制でき

るようです。早期の承認を期待しております。 

国内の感染状況は落ち着いていますが、マス

クの正しい着用、手指の消毒、換気といった基

本的な感染対策と予防をして毎週の例会を安心

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。 

以上、会長報告でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表   彰  

 

地区大会長寿会員 

 

ロータリー財団寄付金額１位クラブ 

 

 

米山奨学会寄付金額１位クラブ 
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米山功労者表彰 

 

 

 

 幹 事 報 告  

 

(1) 2021-22年度第 4グループ第 2回会長・幹事

会開催のご案内 

日時：1月 20日（木） 

受付：17時 30分  

開会：18時 終了予定：21時 

場所：新横浜プリンスホテル和食「羽衣」 

(2) 川崎中原ロータリークラブ２０２２年新春 

卓話のご案内 

月日：令和 4年 1月 6日（木） 

時間：点鐘 12時 30分 閉会 13時 40分 

場所：ホテル精養軒 

川崎市中原区小杉町 3-10TEL：044-711-8855  

https://www.seiyoken.com/ 

卓話者 小手川大助氏（元ＩMＦ(国際通貨基

金) 初代日本代表理事） 

 

 

 

 

 委員会報告  

 

【石渡宏衛会員】 

・米山梅吉記念館訪問について 

【簡伸治会員】 

・新竹ＲＣ周年例会報告 

【渡辺直昭会員】 

・卓話者紹介のお願い 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数   ３０名 

今回暫定   ２４／３０＝８５．７１％ 

前々回確定   ２６／３０＝８６．６６％ 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 朝晩だいぶ寒くなり、やっと師走

らしくなってまいりました。鎌倉

に住んでいますとこの時期に初詣

の市内交通規制の看板が立ちだし

ますと年末が近いことに気づかさ

れます。那須勲様本日は卓話あり

がとうございます。どの様なお話

が聞けるのか楽しみに拝聴させて

頂きます。 

簡  伸治 那須勲様、まったく知らない世界

なのでお話伺うのが楽しみです。

よろしくお願いします。新竹ＲＣ

周年例会無事開催されたと連絡が

ありました。鶴見北の５０周年に

参加できるのを楽しみにしていま

す。とのことです。 

上原 良廣 本日那須様をお連れしました。非

常に経験豊富な方ですので楽しい
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お話が聴けると思います。宜しく

お願い致します。 

堀野 弘樹 那須様、本日卓話ありがとうござ

います。拝聴させて頂きます。上

原さん先週の例会でうっかりして

写真を撮り忘れてしまいました。

週報の写真は過去の卓話の写真を

載せてしまいました事告白いたし

ます。申し訳ございませんでした。

１日も早く田川さんの復帰を願い

ます。 

佐久間 務 最近夜の街に活気が戻って来まし

た。オミクロン株による第６波で

また自粛になる前の駆け込み需要

と思われます。 

加藤  進 明日、お仕事もろくにしないでゴ

ルフの皆様頑張ってください。 

合谷 保爾 那須様卓話拝聴致します。１４日

伊豆下田にて満天の星空のもと２

０個の流れ星を観てまいりました。 

宮田 豊和 那須様、本日は卓話ありがとうご

ざいます。宝珠のご利益や歴史な

どご教授ください。楽しみにして

います。 

牧井 秀賢 本日の卓話はお話を聞いてみない

とよくわかりません。那須様緊張

して拝聴致します。 

鈴木元一郎 那須様、本日はお忙しい中ありが

とうございます。貴重なお話心し

て拝聴させて頂きます。 

仲亀 晃央 宝珠悉皆師那須様、本日は卓話拝

聴させて頂きます。宜しくお願い

致します。 

田邉 勝久 本日卓話をいただきます那須様。

ありがたく拝聴させて頂きます。 

石渡 宏衛 １月２９日米山梅吉記念館訪問是

非皆様も一緒に行きましょう。２

月２３日（祝）横浜東ＲＡＣの５

０周年があります。皆様ご予定下

さい。 

以下同内容の為、お名前のみ（敬称略） 

渡辺直昭 晝間勝 蜂須賀達寿 祝康一 

松田啓 

 

 卓   話  

 

『身に纏うスイッチ』 

 

宝珠悉皆師 那須 勲様 

 

〜略歴〜 

1967年岡山県倉敷市生まれ。現在横浜在住幼少

期より石に興味を持つ。 

10代大学生の頃より海外留学・放浪等を経て現

在まで 40カ国を歴訪。 

世界に触れる度に日本の文化への興味が増す。 

20代 メキシコを旅行中オパール鉱山主との出

会いから宝石商を志す。 

宝石鑑定士の留学資金を得る為、卒業後北アフ

リカのモロッコにて貿易会社設立。湾岸戦争の

混乱の中ビジネスを遂行する。帰国後、ジュエ

リーメーカー・卸会社に勤務。その後、原石ル

ートの開拓の為、タイ・カンボジア・ベトナム

等の鉱山を廻る。ジュエリー会社(有)ナスイン

ターナショナル設立 

20代最後の記念に 97年のパリ・ダカールラリー

に参戦。部門で 3位入賞。30代 雑誌のプロデュ

ースの他、“日本の文化と風土を後世に残す”

をテーマに NPO設立。 
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日本文化講座やラジオの環境番組のプロデュー

ス等。以前から目指していた日本の文化を内包

したジュエリーの具体的な研究を始める。国際

交流団体の実行委員長として 10年活動。同時に

日本文化を基軸にしたサロンを 10年間主催。 

煎茶道黄檗売茶流中澤弘幸家元に師事。煎茶道

黄檗売茶流のお稽古場を開く。40代アーティス

ト活動開始。 

日本の美意識を内包した作品を阪急百貨店本店

美術画廊にて初個展。 

現在は装身具が果たす装置としての美を神話的

世界観として背景に持つ作品、また工芸技術を

表現の基盤に新たなアート作品を国内外に発表

する傍、企業・プロジェクトのコンセプト続け

ている。 

ART WORK 

浦和学院学モニュメント制作・プロデュース/常

倫寺 ご神木モニュメント制作・プロデュース鎌

倉古民家移築プロジェクト Movieプロデュース

(現在)/西予市野村町モニュメント制作.各種ブ

ランド、企業の神話・歴史背景をベースにした

コンセプトワーク等…他 

作品展: 阪急うめだ本店美術画廊大丸心斎橋美

術画廊 PHILLIPS DESIGN WEEK PREVIEW in NY 

Gleta Residence Gallery in NY ミラノサロー

ネ/イタリア 三嶋大社宝物館ギャラリー 帝国

ホテルプラザ MEDEL GALLERY SHU ギャラリーエ

クリュの森 ART NAGOYA 靖山画廊伊場仙まちかど

展示館 ATOMGALLERYギャラリー澄光 ギャラリー

蔵 ギャラリー02マレーシア MIT 養源寺弘法堂

ギャラリー 近江楽堂/オペラシティ Rooms43・

招待アーティスト参加東大寺観音院七人展 

ART FOR TFOUGHT…他 

スイッチ一覧 

名前： 

生まれて最初に身に纏うモノ 

肩書き…会長・社長・部長・警視総監、代議士、

弁護士、理事長…。・芸名、屋号、名跡(みょう

せき)、源氏名、輩行名、戒名、院号、諡、諱 

建物： 

・門、茶室、玄関、勝手口、床の間、敷居、結

界・凱旋門 

儀式： 

天皇家 大嘗祭、新嘗祭、四方拝、元始祭、紀元

節 ・神社:祈年祭、夏越の祓い(地の輪くぐり)、

おみくじ・寺 お経(真言・マントラ)、お守り、

木魚、鐘・個人 お七夜(命名)、お宮参り、お食

い初め、初誕生日、節句(七五三)、成人式(元服) 

結納、結婚紙、還暦、古希、喜寿、三寿、米寿、

卒寿、白寿、葬式、初七日、各種法事 相撲の各

儀式(取組 払い)、結界(エンガチョなど) 

時間： 

秒・分・時・月・年・暦…元号 大化、和銅、建

武、養老、元和・元旦(初詣・お屠蘇・お節)、

門松、七草粥(正月七日)、節分、立春、雛祭り、

春分、田植え、大載、七夕、夏祭り(怨霊封じ) 

身体： 

六感、六根、阿頼耶識、経絡(つぼ)、チャクラ、

筋膜 

約束： 

契約、制約、結婚、花押・署名(サイン)、印鑑、

指切り、キリスト教/イスラム教…神との契約 

構造・位置 ・レイライン(二至二分/聖地の連携

/活断層など)、風水(地形と包囲)、結界(封印と

解除)所作・仕草・表情…笑顔、怒り顔、泣き顔・

茶道、香道、結界・スイッチのモーション…イ

チロー、五郎丸 

挨拶： 

最敬礼、敬礼、お辞儀、会釈、季節の挨拶、弔

辞 

置物： 

門松、結界、 服装:礼服、正装、略正装、訪問

着、喪服、ビジネススーツ、ドレス、学生服、

私服、 

装身具： 

最古のスイッチ・酸化鉄、石、牙、貝、勾玉、

管玉、ごほうら貝、帯留め、結婚指輪 
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 例 会 予 定  

 

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 

         「外部卓話」 

 １月２０日（木）新横浜国際ホテル 

         「外部卓話」 

 １月２７日（木）新横浜国際ホテル 

         「高橋敏昭会員 卓話」 

 


