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週報第１８号令和４年１２月１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 2339 回例会 

令和 4 年 11 月 24 日 

～横浜港北ＲＣ・横浜鶴見北ＲＣ合同例会～ 

 
 

斉 唱 「奉仕の理想」 

ゲスト 益田西ＲＣ 松本 祐二様 

ビジター 合谷令夫人 今井令夫人 高橋令夫人 

横浜東ＲＣ 桝崎 一之様 

          夏川 美沙様 

    神奈川ＲＣ 山室 宗作様 

    川崎大師ＲＣ 牛山 裕子様 

    川崎麻生ＲＣ 鈴木 憲治様 

    横浜南ＲＣ 川﨑 智晴様 

 

 会 長 報 告  

横浜鶴見北ロータリークラブ 

会長 石渡 宏衛 

会長報告をいたします。本日は横浜港北ロータ

リークラブ様との合同例会です。この合同例会

を開催するに至った経緯についてお話しさせ

ていただきます。横浜港北ロータリークラブの

お亡くなりになりました亀ヶ谷パストガバナ

ーは横浜青年会議所の先輩であり、茶道同好会

の先輩でもあり、お茶会の時にはいつもお世話

になっておりました。そして、15年前、当クラ

ブ 35 周年の時に私はクラブ幹事をしており、

35周年の記念式典に、当時の亀ヶ谷ガバナーご

夫妻にもご臨席賜りました。また、地区のイン

ターアクト委員会では横浜国際高等学校イン

ターアクトクラブの設立には亀ヶ谷ガバナー

にご理解をいただき、大変お世話になりました。 

そして、今年度、横浜港北ロータリークラブ会

長であります、亀ヶ谷純子様には地区の米山記

念奨学委員会でご一緒させていただいており

ます。昨年、お互い会長になりますので、表敬

訪問をとお話しさせていただきましたが、両ク

ラブとも木曜日が例会日ですので、会長になり

ますとなかなか自分のクラブの例会をお休み

をするわけにはいきません。すぐ近くで例会を

行っているにもかかわらず、なかなかお邪魔す

ることができないといったことをお話しした

ところ、それでは合同例会を行えば良いのとで

はとのご提案があり、本日の合同例会に至りま

した。合同例会にあたり、亀ヶ谷会長には細部

にわたり色々とご準備をいただき心より感謝

致します。 

 そして本日は当クラブ本年度 3人目、そして

初めての女性会員であります、藤林直美さんの

入会式をこの合同例会で行わせていただきま

す。これも亀ヶ谷会長にご配慮をいただき、重

ねて御礼申し上げます。藤林さんの入会式と言

う事で多くのビジターの方、そして会員の奥様

方のご出席をいただきました。ありがとうござ

います。 
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そして、本日はロータリー財団月間にあたり、

第 2690 地区、島根県益田西ロータリークラブ

の松本祐二パストガバナーにポリオについて

卓話緒をしていただきます。後ほど、松本様の

ご経歴についてはご紹介させていただきます

が、松本様は 1979 年に品川区旗の台にありま

す、昭和大学をご卒業されております。私は同

じ 1979 年に昭和大学に入学していますので松

本様は大先輩に当たります。本日の卓話楽しみ

にしております。松本パストガバナーどうぞよ

ろしくお願いいたします。この松本パストガバ

ナーの卓話についても亀ヶ谷会長にご手配い

ただきました。本当にありがとうございます。  

当クラブは今年度 45 回の例会を予定していま

すが、本日の例会はその中でも一番心に残る例

会となることと思います。本日はどうぞよろし

くお願いいたします。  

 

横浜港北ロータリークラブ 

会長 亀ヶ谷 純子 

例会日が同じ木曜日と言うことで、ずっと

交流できなかった横浜鶴見北ＲＣさまとの

初めての合同例会が実現いたしました。お忙

しい松本先生にお卓話をお引き受けいただ

けたことも 感慨もひとしおでございます。  

又、敬愛する藤林パストガバナーの奥様の直美

さまのご入会を共に祝うことができ、大変嬉し

く思います。本日はきっとこのお部屋に藤林様

も笑って座っていらっしゃると思います。  

両ＲＣの交流にとって記念すべき例会となる

ことを、心より願っております。ご参加の皆様、

本当にありがとうございます。  

  

  

  

 入 会 式  

 

藤林 直美 

生年月日 １９５０年２月４日 

事業所名 妙高企業株式会社  

事業所所在地 鶴見区鶴見中央 1－31－22－3009  

職業分類 不動産管理  

推 薦 者 上澤摩壽雄 天野直樹  

 

 出 席 報 告  

  

会員総数  ３０名  

今回暫定  ２６／３０＝８９．６５％ 

前々回確定  ２６／２８＝９２．８５％  

 

 ニコニコＢＯＸ  

 

桝崎一之様 横浜鶴見北、横浜港北の皆様お久

しぶりです。石渡会長、亀ヶ谷会

長年度になって初めての訪問と

なりました。けふは私共横浜東の

新会員シャンソン歌手の夏川美

沙さん（通称ミーシャ）をお連れ

しました。どうぞ宜しくお願い致

します。  

夏川美沙様 横浜東ＲＣにこの度２０２２年

１０月に入会させていただきま

した。夏川美沙です。紳士的で前

向きな皆様のお仲間に入れてい

ただき人生が豊かになりました。 

これからも宜しくお願いします。 
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牛山裕子様 藤林直美様ご入会おめでとうご

ざいます。藤林ガバナーのご指導

のお陰でロータリーに在籍して

おります。これからも宜しくお願

い申し上げます。 

鈴木憲治様 藤林様ご入会誠におめでとうご

ざいます。  

山室宗作様 合同例会にお伺いさせて頂きま

した。藤林直美さんの横浜鶴見北

クラブご入会を心よりお慶び申

し上げます。  

川﨑智晴様 藤林様の入会を祝して。  

亀ヶ谷純子様  

井上 恵様 本日は初めての合同例会どうぞ

宜しくお願い申し上げます。  

  

（クラブ会員の為、敬称略）  

石渡 宏衛 本日は横浜港北ＲＣとの合同例

会です。宜しくお願い致します。

亀ヶ谷会長お世話になります。松

本パストガバナー卓話宜しくお

願い致します。藤林直美様ご入会

おめでとうございます。  

生方 常明 横浜港北ＲＣの皆様合同例会の

お仕度ありがとうございました。 

進行のお邪魔をしないよう心が

けます。松本パストガバナー卓話

ありがとうございます。  

藤林 直美 石渡会長、及び会員の皆様新会員

としてお迎えいただきまして有

難うございました。これから宜し

くご指導をお願い申し上げます。  

堀野 弘樹 藤林様ご入会おめでとうござい

ます。これから宜しくお願い致し

ます。亀ヶ谷会長をはじめ横浜港

北ＲＣの皆様本日は宜しくお願

い致します。 

天野 直樹 藤林直美さん、ご入会おめでとう

ございます。心より歓迎いたしま

す。亀ヶ谷会長、石渡会長、合同

例会開催有難うございます。楽し

い試みでワクワクしますね。松阪

さん遅れはぜながらご入会おめ

でとうございます。 

宮田 豊和 横浜港北ＲＣの皆様、本日の合同

例会大変うれしく思います。第４

グループ同士末永くお付き合い

ください。  

高橋 敏明 藤林直美さんご入会おめでとう

ございます。  

松阪 脩平 藤林様ご入会おめでとうござい

ます。今後のご師尊宜しくお願い

致します。  

晝間  勝 藤林直美さん入会おめでとうご

ざいます。松本様卓話ありがとう

ございます。横浜港北ＲＣ皆様お

世話になります。  

上原 良廣 今日はお世話になります。藤林さ

ん入会おめでとうございます。昨

夜ドイツに勝ちましたね。最高で

す。  

上村 政二 初めての合同例会お世話になり

ます。貴クラブのご発展を祈りま

す。松本パストガバナー本日の卓

話ご苦労様です。藤林様ご入会お

めでとうございます。  

鈴木元一郎 藤林さんご入会おめでとうござ

います。心から大歓迎でございま

す。これからお世話になりますが

宜しくお願い致します。  

今井新一郎 合同例会宜しくお願い致します。 

藤林直美様ご入会おめでとうご

ざいます。  

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

田邉勝久 佐久間務 仲亀晃央 松田啓 

渡辺直昭 多田信哉 加藤進 簡伸治 

合谷保爾 牧井秀賢  
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 卓   話  

 

『ポリオについて』 

 
パストガバナー 松本 祐二様 

2015-2021 年度ポリオ根絶地域コーディネーター 

 

  謝 辞   

横浜港北ロータリークラブ 

会長 亀ヶ谷 純子 

松本先生、本日はお忙しい中、私どもの無理

押しのお願いに答えていただき、ZOOMでの卓話

をお引き受けいただきまして、心より感謝申し

上げます。 

私が松本先生とお会いしたのは10年ほど前、 

インドポリオワクチン投与チームに初めて参

加させていただいた時に、成田空港での集合場

所でした。既にポリオ撲滅活動の第一人者とし

て有名で、堂々たる風貌、立派なお髭までつい

ているし、なんだかとても偉そうで怖そうな近

寄りがたい雰囲気でした。それからチームとし

て親しくご指導いただく間に、松本先生の本当

のお姿がわかってまいりました。 

ここに、先生のご本がございます。『黄昏時

の診察室』在庫がなくてお分けできないのが残

念ですが、終末期を迎える患者様たちに向き合

う開業医の記録です。人としてこれ以上の優し

さはないと思える先生のお姿に触れることが

できます。先生はご８代続く内科医であります

がご自身を『何にもでき内科、子供が来たらど

う小児科』などとおっしゃるユーモアも持ち合

わせていらっしゃいます。今後もますますお元

気でご指導いただけます様、ご活躍をお祈り申

し上げます。 

11月の R財団月間にあたり、財団が一丸とな

って取り組んでまいりましたポリオ根絶運動

について一番詳しく、実際の活動も実践されて

いらっしゃる松本先生から最新の情報を学ば

せていただくことができました事を心より感

謝申し上げます。 

松本先生、本当にありがとうございました。 

 

 例 会 予 定  

 

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」 

１２月３０日（木）休会 

 １月 ５日（木）休会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


