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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 2１号令和４年１月 2７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 2309 回例会 

令和 4 年 1 月 20 日 
 

斉 唱 「手に手つないで」 

ゲスト 天明 幸雄様 

    上原 智恵様 

 

 会 長 報 告  

 

天明様、この度はお忙しい中、横浜鶴見北Ｒ

Ｃ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、10 年間お世話になってきました新横浜

国際ホテルですが令和 4年 3月 31日をもって南

館を閉館することが決まりました。移転先は現

在検討中です。 

次に、先週の当クラブ例会の翌日 1 月 14 日

(金)に横浜東ＲＣの年初め例会に簡幹事と訪問

致しました。長戸会長・藤本幹事の年頭挨拶を

拝聴致しました。当日は初笑いのマジックショ

ーが開催されました。昨今は暗いニュースが続

いておりますが少し明るい気持ちになりました。 

続きまして、新型コロナウイルス関連ですが

今月に入り全国的に感染者数が急拡大しており

ます。神奈川県におきましても先週から日を追

うごとに増え、昨日には 2288人と 1日当たりの

新規感染者数が 2000人を超えました。やはりオ

ミクロン株の影響が大きいようです。本日夕刻

より予定されていた第 2 回、第 4 グループ会長

幹事会は情勢を鑑み、中止となりました。東京

都の病床使用率も 20％を超え、医療機関への負

担が高くなってきております。状況を受けて東

京、神奈川、千葉、埼玉の首都圏 4 都県に対し

てまん延防止等重点措置を 1月 21日から 2月 13

日まで適用することが決定されました。鶴見北

ＲＣでもまん延防止等重点措置の間は休会する

ことと致します。再開は 2 月 17日の例会を予定

しております。 

いま我々にできることは活動制限をある程度

しつつ、感染防止に留意すること。新型コロナ

ウイルスと「共存する」ということだと思いま

す。「共存する」というのに今後必要不可欠な

経口治療薬（飲み薬）に関する報道がありまし

たので紹介します。 

米ファイザーは経口治療薬「パクスロビド」

の製造販売承認を厚生労働省に申請しました。

承認された場合、日本政府に 200 万回分を供給

することで合意しているため、自宅療養などで

使用し重症者の増加を抑制できると期待されて

います。「パクスロビド」はウイルスの増殖に

必要な酵素の動きを阻害する「抗ウイルス薬」

でアメリカやヨーロッパ諸国で緊急使用許可が

出ている飲み薬です。国際共同治験では、患者

の入院や死亡のリスクが 9 割近く低下した実験

結果も出ています。 

新型コロナウイルスの流行が始まり、もうす

ぐ 2 年が経とうとしています。もう 2 年です。

多くの人が我慢を続けてきた戦いです。様々な

ワクチンができ、経口治療薬も多くできてきま

した。いずれ季節性インフルエンザと同じ分類

にされる時期が来ることを切に願っております。 

皆様、いまいちど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。 
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 入会記念日  

 

佐久間 務 会員（平成１７年１月２０日） 

 

 幹事報告  

 

(1) 横浜東ＲＡＣ1月第二例会のご案内 

日時：2022 年 1月 26日(水)20:00～21:30  

場 所：① ホテルキャメロットジャパン（横

浜市西区北幸 1-11-3） ② Zoom （オンライ

ン参加をご希望の方は下記リンクよりご参

加下さい） 

https://us02web.zoom.us/j/83808090846?p

wd=S3BqSWdZNk5uRjR5NmI5dTh0SEQ0Zz09  

(ミーティング ID:83808090846 パスコード: 

2590） 

内 容：鈴木会長の話したい事  

登録料：（会場参加の方のみ）ロータリアン・

OB/OG3,000円 

登録締切：1 月 24 日(月)  

(2) ハイライトよねやま２６２号発行のご案内  

今月のトピックス 

・当会第８代理事長に若林紀男氏が就任 

・寄付金速報―下期普通寄付のお願い― 

・台湾米山学友会総会―新理事長が決定― 

・次期地区米山奨学委員長セミナー開催報告 

【お知らせ】 

◆申告用領収証のご送付について 

昨年 1年間（1～12月）に特別寄付をしたす

べての方、もしくは普通寄付金の領収証を申

請したクラブには、１月末日までに（確定申

告に間に合うように）、認定証の写しが付い

た申告用領収証をロータリークラブ宛に送

付します。 

(3) 今月の理事役員会は蔓延防止策発令により

例会が休会の為持ち回り決議とさせていた

だきます。 

(4) 新横浜国際ホテル南館閉鎖のお知らせと対

応について 

3月 31 日を以て南館が閉館することが決定

しました。今後の事に関しては会長幹事で至

急対抗策を練り、皆様にご報告いたします。 

(5) 一歩舎よりお礼状が届きました。耕運機と草

刈り機を寄贈したことに対するお礼です。 

 

 委員会報告  

 

Ｒ財団ベネファクター 

長澤 尚明会員 

 

 

 出席報告  

 

会員総数 ３０名 

今回暫定 ２３／３０＝７６．６６％ 

前々回確定 ２５／３０＝８３．３３％ 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 やはり来ました第６波。この戦い 

      はいつ終わるのかもどかしさだけ

が残ります。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。天明幸雄様、

本日は興味深い卓話ありがとうご
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ざいます。楽しみに拝聴させて頂

きます。 

簡  伸治 天明幸雄様。本日は卓話ありがと

うございます。コロナの関係で何

度も延期。やっとお話を伺うこと

が叶い、楽しみにしております。 

上原 良廣 本日３度目の正直で天明さんをお

連れしました。家内の最初のチー

フパンサーです。宜しく拝聴の程

お願い致します。 

宮田 豊和 天明様。本日は卓話ありがとうご

ざいます。ＪＡＬチーフパンサー

でのご経験などお聞かせいただけ

れば幸いです。天明麻衣子さんの

ご出演の日経モーニングプラスＦ

Ｔ。毎朝視聴させていただいてま

す。番組へ産休から復帰。男児御

出産おめでとうございます。 

石渡 宏衛 本日は大寒ですが暖かいですね。 

加藤  進 困ったもんです。オミクロン。最

近社員のお子さんが感染する例が

ありました。 

今井新一郎 天明様。本日の卓話楽しみに拝聴

致します。上原智恵さんようこそ

いらっしゃいませ。今日は本当に

寒いです。 

舟木 七郎 皆さんこんにちは。すごい勢いで

オミクロンが猛威を振るってます

が、お身体気を付けて下さいませ。

本日卓話の天明様宜しくお願い致

します。 

赤塚 一志 天明幸雄様。卓話ありがとうござ

います。上原さんの奥様本日はお

世話様です。 

上村 政二 本日は大寒冷え込みが厳しく皆さ 

      ん風邪ご注意ください。天明さん

卓話ご苦労様です。 

鈴木元一郎 天明様。本日は有難うございます。

我々の知らない世界のお話楽しみ

にしております。 

堀野 弘樹 天明様。本日は卓話ありがとうご

ざいます。ＣＡのお話なかなか聞

けないので、興味を持って拝聴さ

せて頂きます。 

以下同内容の為、お名前のみ（敬称略） 

小笠原憲介 晝間勝 田邉勝久 佐久間務 

渡辺直昭 横山智司 合谷保爾 

 

 卓   話  

『ＣＡの経験と現在から今後』 

 

天明 幸雄様 

朝のミーティングで辛い依頼事項が知らされ

ました。ロンドン留学中のお嬢さんを自動車事

故で亡くされたご両親を、私たちの飛行機でロ

ンドンまでお連れするとの連絡でした。 

新聞記事でその話を読んでいた私は思わず「あ

ーあの悲惨な事故の…」と可葉をなくしました。 

しかし、私たちの仕事は「お客様を目的地まで

安全に快適にお連れする事」です。ミーティン

グの時に、みんなに言いました。「このご両親

にどのように接したらよいかは、私も皆さんも

多分わからないと思います。ただ、自分たちが

お二人に、どのように接するかは自分の身に置

き換えて考えましょう。」 

そして、飛行機に行きお客様をお迎えする時を

迎えました。想像通り、お二人は力なく下を向

いて席に着かれました。先任乗務員として、お

悔やみをお伝えし、私たちは何とか少しでも体
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を休めていただきたいと思っている旨をお伝え

しました。 

無事に飛行を続けて食事サービスの後、担当リ

ーダーに聞きました。彼女からは「やはり、お

二人とも食事は召しあがらずに日本茶のみお持

ちしただけです。」との報告を受けました。(当

然かもしれませんが…) 

ロンドンまであと 1時間になろうとするときに、

担当リーダーより「お父様が話したい。」と呼

ばれているとのことで私はすぐに席へうかがい

ました。脳で仮眠をとられている奥様を気ずか

いドアのところで、お話をうかがいました。 

「天明さん、あなたは本当に幸せですね！こん

なにやさしく、思いやりのある皆さんに囲まれ

て本当に幸せですよ！」と言ってほほ笑んでく

ださいました。「常に、温かいお茶とすべての

皆さんの思いやりのある姿勢が私たちを包んで

くれました。行かなくてはいけないロンドンな

のですが、絶対行きたくないロンドンでもある

のです。その気持ちをあなた方がやさしく包み

込んでくれたおかげで、私たちはロンドンに行

けそうです。」私は、言葉を失っていました。

でも最後に、このメンバーは私にとっても最高

の仲間なんですとお伝えしました。 

たった数杯のお茶しかサービスできなかった私

達ですが、素晴らしい言葉をいただきました。 

 

近隣ＲＣ例会予定 

 

横浜東ＲＣ １月２１日～２月１１日まで休会 

神奈川ＲＣ １月２８日休会 

      １月３１日ハイブリット例会 

      ２月 ７日ハイブリット例会 

横浜日吉ＲＣ １月２６日～２月１６日まで休会 

横浜北ＲＣ ２月 １日～２月 ８日まで休会 

神奈川東ＲＣ １月２８日～２月 ４日まで休会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


