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週報第２４号令和５年１月２６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 2345 回例会 

令和 5 年 1 月 19 日 
 

斉 唱 「四つのテスト」 

ゲスト 井原 雄人様 

 

 会長報告  

 

改めてましてあけましておめでとうござい

ます。先週は横浜東ロータリークラブと合同の

新年賀詞交換例会ということで、横浜ベイシェ

ラトンホテルで例会を行いましたので、こちら

の新横浜グレイスホテルでの例会は約1ヶ月ぶ

り、今年初めての例会です。先週は合同例会で

したのであまりお話しすることができません

でしたが、皆様年末年始はいかが過ごされまし

たでしょうか？私は家族とゆっくりと年末年

始を過ごすことができました。 

 さて本日の会長報告ですが、まずは次年度

2023-24年度の国際ロータリーの会長テーマが

決まりました。“ CREATE HOPE in the WORLD ” 

「世界に希望を生み出そう」です。次年度はス

コットランド South Queensferry RC のゴード

ン R. マッキナリーさんがＲＩ会長をお務め

になられます。ゴードン R. マッキナリーＲＩ

会長は歯科医でイギリスの小児歯科学協会の

会長やキリスト教長老派教会の長老をされた

方だそうです。丁度、樋口ガバナーエレクトに

用事がありお電話したところ、フロリダ州 オ

ーランドで開催されております国際協議会中

ということでしたが、その後すぐに RI会長テ

ーマが発表されました。 

 それともう一点、後ほど生方幹事から報告が

あると思いますが、地区より次年度の米山奨学

生世話クラブの依頼がきております。本日の理

事会でお諮りしますが、世話クラブとなりまし

たらカウンセラーをしていただく方が必要と

なってきます。後日、どなたかにカウンセラー

のお願いを致しますが、その時はイエスでお答

え下さい。 

 また、1月 2日に米山学友のダンハイニュさ

んがご結婚されました。ダンちゃんからは後日、

クラブの皆様にご挨拶があると思います。 

そのダンちゃんから、5月に予定しております

ベトナム、ニャチャンでの国際奉仕活動につい

て、現在日程を調整中との連絡がありました。 

おおまかな日程は 5月 20日～24日にニャチャ

ンを訪問したいと思っております。 

皆様、ご予定の程よろしくお願いします。 

そして、4月 9日の当クラブ創立 50周年記念チ

ャリティーコンサートと祝賀会についても

着々と準備が進んでいます。 

会員の皆様のご協力をよろしくお願いします。 

そして、本日卓話を頂戴します早稲田大学井原

先生、カーボンニュートラルについてはよく分

かりません、勉強させていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

また、増田さん、本日はご入会おめでとうござ

います。 

これから、一緒にロータリー活動を楽しみまし

ょう。 

 

 入 会 式  

 

 

増田 泰成 会員 

生年月日 １９６０年７月１７日 

事業所名 福昌工業株式会社 

事業所所在地 横浜市鶴見区鶴見中央 5-8-11-101 

職業分類 不動産賃貸業 

推 薦 者 宮田 豊和 
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 誕 生 祝  

 

佐久間 務 会員（１月４日） 

多田 信哉 会員（１月１０日） 

生方 常明 会員（１月１６日） 

 
 

 結婚記念日  

 

合谷 保爾 会員（１月１０日） 

晝間  勝 会員（１月２５日） 

 
 

 創立記念日  

 

晝間  勝 会員（１月１日） 

 

 入会記念日  

 

牧井 秀賢 会員（平成１４年１月１０日） 

佐久間 務 会員（平成１７年１月２０日） 

 

 

 

 

 

 幹 事 報 告  

 

⑴ 本日の例会後に理事役員会を開催する。 

⑵ 賀詞交歓会への参加、ありがとうございま

した。 

⑶ 米山留学生の受入・カウンセラーの依頼あ

り。 

⑷ 以下、回覧の紹介。 

・会長報告の通り、次年度ＩＲ会長テーマ。 

・次年度名刺の申込。 

・『ハイライト米山』第 274 号 

・メルボルン国際大会の参加ツアーの申込。 

・『タウンニュース』掲載のこども食堂支援。 

・１月 28 日開催のローターアクト地区大会の

案内。 

 

 委員会報告  

 

【加藤進会員】 

・IAC 海外研修が国内研修に変更の件と 

 参加予定者より支援の御礼 

【堀野弘樹会員】 

・ロータリーの友１月号について 

【ロータリー財団バッチ授与】 

・渡辺直昭会員、宮田豊和会員、長澤尚明会員 

 
 

 出 席 報 告  

 

会員総数  ３２名 

今回暫定  ２７／３２＝８７．０９％ 

前々回確定  ２２／３１＝７３．３３％ 
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 ニコニコＢＯＸ  

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 改めて新年あけましておめでと

うございます。一年間宜しくお願

い致します。井原様卓話ありがと

うございます。増田さん入会おめ

でとうございます。 

生方 常明 当年とって 56でございます。ア

オイは共通テストが思ったより

良かったと浮かれていましたが、

二次試験は別物と悟って通常運

航に戻りました。 

上澤摩壽雄 皆様今日は久しぶりに例会の出

席です。諸事色々ありまして欠席

しておりました。これからもロー

タリー活動を以前と同じように

していこうと思いますので宜し

くお願い致します。 

増田 泰成 本日は入会式です。有難うござい

ます。誕生日の方おめでとうござ

います。 

晝間  勝 お祝い有難うございます。井原先

生卓話ありがとうございます。誕

生祝の皆様おめでとうございま

す。増田様入会おめでとうござい

ます。 

牧井 秀賢 井原先生本日は興味深いお話楽

しみにしております。 

赤塚 一志 増田泰成様、入会おめでとうござ

います。記念日の皆様おめでとう

ございます。井原先生の卓話興味

を持って拝聴いたします。 

渡辺 直昭 各記念日の皆様おめでとうござ

います。増田さんご入会おめでと

うございます。今後も宜しくお願

い致します。井原様卓話宜しくお

願い致します。 

上原 良廣 増田さん入会心より歓迎します。

井原様本日は有難うございます。

楽しみに拝聴いたします。 

加藤  進 増田さん入会おめでとうござい

ます。これを期に断酒お終いに。 

今井新一郎 各記念日の方々おめでとうござ

います。増田様入会おめでとうご

ざいます。井原様卓話拝聴いたし

ます。 

田邉 勝久 各記念日の皆様おめでとうござ

います。増田さんご入会おめでと

うございます。本日卓話をお願い

しました。井原様宜しくお願い致

します。 

堀野 弘樹 記念日の皆様おめでとうござい

ます。増田さんご入会おめでとう

ございます。今まで以上に宜しく

お願い致します。 

長澤 尚明 記念日の皆様おめでとうござい

ます。増田さん入会おめでとうご

ざいます。これから一緒にロータ

リーライフを楽しみましょう。井

原様、本日は卓話ありがとうござ

います。 

宮田 豊和 増田さん入会おめでとうござい

ます。私も大変うれしいです。一

緒に大いに学び遊びましょう！

井原様、カーボンニュートラル私

がよく理解しておりませんので

今日はしっかり学ばせていただ

きます。本日はありがとうござい

ます。 

松阪 脩平 増田さんご入会おめでとうござ

います。浅学非才の私ですのでご

指導よろしくお願いします。 

北村  藍 初めてのニコニコＢＯＸです。よ

ろしくお願い致します。 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

合谷保爾 松田啓 仲亀晃央 祝康一  

多田信哉 佐久間務 上村政二  
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  卓   話   

「運輸部門におけるカーボンニュートラル  

に向けた選択肢」 

 

早稲田大学スマート社会技術融合研究機構 

電動車両研究所研究院客員准教授 

井原 雄人 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１回理事役員会議事録 

 

（1）2022 年 12月次会計報告→承認 

（2）50周年事業進捗報告→承認 

・『タウンニュース』への広告付き記事掲載。

（¥55,000-） 

・QR コードで申込 HPへ誘導し、観覧注意事項

等をこちらに掲載。 

・新竹 RC招待状を持参。参加見込みは 6名。 

・招待者は第 4G会長幹事 12 名、地区関係ガバ

ナー・エレクト・ノミニー・4G 補佐、クラブ関

係者は会員家族 

・コンサート・パーティの両参加者の移動手段

について検討中 

・記念事業として聖ヨゼフ学園への寄付を検討。

（予算規模 20万） 

・コンサート司会者をプロに依頼予定。（予算

未定） 

・50 周年記念誌は発行せず。事業報告書をデジ

タルベースで検討。 

（3）2024-2025 年度地区大会・コ＝ホストクラ

ブ（チャリティゴルフ担当）受諾について 

→承認 

（4）鶴見養護学校卒業入学の祝い金支出

（¥10,000-）について→承認 

（5）年末家族親睦会の決算報告→承認 

（6）2023-2024年度米山奨学生の世話クラブ

（カウンセラーは長澤会員）受諾→承認 

 

 


