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週報第２０号令和４年１２月１５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 2341 回例会 

令和 4 年 12 月 8 日 
 

斉 唱 「手に手つないで」 

ゲスト 鶴見区歯科医師会 佐藤信二様 

    高橋歯科医院 院長髙橋秀岳様 

    米山奨学生  鄭裕陳さん 

ビジター 横浜東ロータリークラブ 

    岡本 誠一郎様 前田 信哉様 

 

 会 長 報 告  

 

先週の 12月 3日土曜日にインターアクトの

国内研修旅行の第2回目のオリエンテーション

と結団式が行われ、聖ヨゼフ学園インターアク

トクラブから2名の参加者と顧問の春谷先生が

ご参加いただきました。今年度新型コロナウイ

ルスワクチン感染症蔓延により国外研修旅行

が難しく、国内研修となりましたが、今回はお

隣の第 2780地区と合同で国内研修旅行が行わ

れ、行き先は四国の高松で、現地のインターア

クターとも一緒に活動を行うそうです。結団式

では参加者それぞれが挨拶をし、志村ガバナー

からも挨拶がありました。当クラブからは加藤

青少年奉仕委員長と、生方幹事、私が出席しま

した。 

また翌 12月 4日の日曜日には米山奨学生を

囲む会が横浜駅崎陽軒で開催されました。当ク

ラブの米山奨学生、グエントゥギア君は日本語

検定のため欠席でしたが、米山奨学生、カウン

セラー、ロータリアン、米山学友、総勢 90名

が参加しました。服飾文化研究会のご協力で奨

学生達は和服を着付けてもらい、淡交会横浜支

部青年部による抹茶のお呈茶もしていただき

ました。お呈茶のお菓子はオリジナルで作って

いただき、ベイブリッジを模したお菓子で、銘

は架け橋で、米山奨学事業の目的である、母国

と日本の架け橋になっていただくという目的

に沿ったお菓子でした。当クラブからは地区の

米山学友委員として堀野さんと私が参加し、米

山学友会からダンちゃんが参加しました。本日

ゲストでおいでいただきました横浜東ロータ

リークラブの米山奨学生 鄭裕陳 ジョンユジ

ンさんも参加され、振り袖がとってもお似合い

でした。 

12月 5日には第 4グループの会長幹事会が開

催され、生方幹事と私が出席しました。各クラ

ブの現状を発表しました。地区からは女性ロー

タリアンの交流会のご案内がありました。藤林

さん、北村さん、是非ご参加下さい。また、神

奈川ロータリークラブの久保田会長からはミ

ャンマーで拘束されたご子息が解放されたご

報告と、御礼がありました。 

そして、本日北村さんがご入会されました。

入会に先立ち、研修を行いましたが、上澤委員

長がご欠席のため、高橋さん、今井さんに研修

をしていただきました。ありがとうございます。

今後ともロータリーライフを楽しんで下さい。 

また、本日は鶴見区歯科医師会の佐藤信二会

長にかかりつけ歯科医がいる必要性について

と題し卓話をしていただきます。先週卓話をし

ていただきました鶴見区医師会の芝山会長と

ともに佐藤会長にも私が鶴見薬剤師会会長の

時には大変お世話になりました。お忙しい中、

卓話を快くお引き受けいただき感謝しており

ます。 

また、ゲストとして高橋歯科医院の高橋先生、

横浜東ロータリークラブが世話クラブである

米山奨学生の鄭裕陳(ジョンユジン)さんにも

おいでいただきました。 

高橋先生と私は先月卓話をしていただきま

した、鶴見区保護司会中村会長のもと豊岡地区

の保護司をしております。佐藤会長と同じ、鶴

見大学歯学部のご出身であります。米山奨学生

の鄭裕陳さんも鶴見大学歯学部で学ばれてお

ります。ジョンさんがおいでになるということ

で横浜東ロータリークラブから岡本幹事、ジョ

ンさんのカウンセラーである前田さんもおい

でいただきました。ありがとうございます。 

本日例会終了後、総会が開催されます。次年

度の理事役員の承認と、定款、細則の改訂につ

いてお諮りをします。宜しくお願い致します。 
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  入 会 式   

 

 

北村 藍 

生年月日 １９８８年４月９日 

事業所名 有限会社 博善社京浜葬祭 

事業所所在地 横浜市鶴見区佃野町１－５ 

職業分類 冠婚葬祭 

推 薦 者 上原良廣 

 

  誕 生 祝   

 

上原 良廣 会員（１２月９日） 

 
 

 創立記念日  

 

上原 良廣 会員（１２月９日） 

 

 幹 事 報 告  

 

（1）12月 8 日例会終了後に年次総会が開催さ

れるので出席会員はそのまま出席をお願いす

る。その後、理事役員会が開催されるので理事

役員はこちらも出席願いたい。 

（2）12月 5日に第 4Ｇ会長幹事会に参加した。 

（3）来週 12 月 15 日は年末家族親睦会のため

開催時間が異なる。 

（4）名簿の校正 

（5）第39回青少年指導者養成プログラム（2023

年 5月 20-21日）の案内 

（6）『ロータリーの友』事業報告。 

（7）年末年始の例会予定はプログラム記載の

通り、12 月 29 日・１月５日は休会。１月 12

日例会は翌 13日の 2ＲＣ合同賀詞交換に変更。 

 

 委員会報告  

 

【渡辺直昭会員】 

・2022-2023年度 第４グループガバナー補佐 

 オン・ツー・シンガポール委員依属 

 
【簡伸治会員】 

・米山功労賞 

 
【堀野弘樹会員】 

・今月のＲの友について 

【仲亀晃央会員】 

・年末家族例会について 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数  ３１名 

今回暫定  ２３／３１＝７６．６６％ 

前々回確定  ２６／３０＝８９．６５％ 
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 ニコニコＢＯＸ  

 

岡本誠一郎様 今年度横浜東ＲＣの幹事を務め

ております岡本です。石渡会長、

生方幹事には今年度大変お世話

になっております。又、本日は佐

藤会長の卓話にお声がけいただ

きまして有難うございます。今日

は米山奨学生のユジンさんと前

田カウンセラーと 3名でお伺いさ

せていただきました。1/13には来

年最初の例会として合同賀詞交

換会を当クラブが幹事として開

催させていただきます。来週ご案

内をさせていただきたいと思い

ますが楽しい企画になるよう準

備しております。是非たくさんの

会員の皆様にお越しいただきま

すようお願いいたします。 

前田信哉様 本日はお招きいただきありがと

うございます。鶴見区歯科医師

会の佐藤会長の卓話というこ

とで、鶴見大学歯学部に通う米

山奨学生のジョンユジンさん

と参加させていただきました。

宜しくお願い致します。 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 北村様ご入会おめでとうござい

ます。鶴見区歯科医師会佐藤会長

卓話ありがとうございます。高橋

先生ご来会ありがとうございま

す。横浜東ＲＣ岡本幹事、前田様、

そして米山奨学生の鄭さんよう

こそ。 

生方 常明 12月 8日は真珠湾とジョンレノ

ンの日です。ゲスト、ビジターの

皆様こんにちは。 

今井新一郎 北村様、ご入会おめでとうござい

ます。サッカーワールドカップ日

本チームにブラボー！！ 

赤塚 一志 北村様のご入会おめでとうござ

います。佐藤様、本日の卓話有難

うございます。 

鈴木元一郎 佐藤先生本日は有難うございま

す。北村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。 

宮田 豊和 佐藤様、本日卓話ありがとうござ

います。歯科医師会の活動などお

話いただければ幸いです。興味を

もって拝聴いたします。北村さん

入会おめでとうございます。クラ

ブに仲間が増えて大変うれしく

思います。 

簡  伸治 佐藤先生のお父様にお世話にな

っておりました。本日の卓話楽し

みにしています。先日ＲＬＩに参

加してきました。とても良い学び

をいただきました。来年は多くの

皆様と参加しましょう！！ 

仲亀 晃央 鶴見区歯科医師会会長佐藤信二

様、本日は卓話拝聴させていただ

きます。来週は年末家族例会です。

体調を崩さずに気をつけてくだ

さい。 

長澤 尚明 北村さん入会おめでとうござい

ます。これからロータリーライフ

を楽しみましょう。佐藤様、本日

は卓話ありがとうございます。拝

聴させていただきます。 

渡辺 直昭 北村さんご入会おめでとうござ

います。来週より新竹ＲＣに行っ

て参ります。沢山の寄付を頂きあ

りがとうございます。 

堀野 弘樹 岡本さん、前田さん、ジョンさん

本日はようこそ。北村さんご入会

おめでとうございます。これから

宜しくお願い致します。石渡会長、

米山を囲む会お疲れ様でした。選

考会も宜しくお願い致します。佐
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藤様、本日は卓話ありがとうござ

います。 

上原 良廣 佐藤様、本日は有難うございます。

私のかかりつけ歯科医は岩木先

生です。本日誕生祝有難うござい

ます。北村さんご入会おめでとう

ございます。一緒に楽しみましょ

う。ちなみに本日は正道会、釈迦

が悟りをひらいた日です。 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

合谷保爾 牧井秀賢 上村政二 田邉勝久 

多田信哉 佐久間務 松田啓 

 

 卓   話  

 

『かかりつけ歯科医がいる 

必要性について』 

 
鶴見区歯科医師会 

会長 佐藤信二様 

 

 例 会 予 定  

 

１２月２２日（木）新横浜グレイスホテル 

         「音楽鑑賞例会」 

１２月２９日（木）休会 

 １月 ５日（木）休会 

 １月１３日（木）２ＲＣ合同賀詞交換会 

 

 第１０回理事役員会議事録  

 

（1）2022年 11月次会計報告→承認 

（2）新入会員候補・増田泰成氏入会について

→承認 

（3）その他 

・50周年記念事業の一環として海外移動例会を

5月 20〜24日ベトナム国ニャチャンを拠点に

少数民族支援活動を予定。 

・12月 15日の家族親睦会では女性席を設定す

る。 

・新入会員歓迎会は新会員全員がそろう日程は

難しいので 12月中・1月中とに分けて行なう。 

・市立東高校の社会実験への協賛をニコニコ社

会奉仕予算より 5万円支出する→承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


