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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 2５号令和４年３月３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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令和 4 年 3 月 3 日 
 

 会 長 報 告  

 

皆様、こんにちは。まず先週 2月 24日から続

いているウクライナ危機に関してウクライナの

歴史と共に触れていきたいと思います。 

1991 年のソ連崩壊によって、統治下にあったウ

クライナは独立を果たしました。しかし、旧ソ

連時代の財産継承をめぐる両国間の問題は未解

決であり、ユーロマイダン革命やロシアによる

クリミア編入などの歴史も、現在のウクライナ

危機に繋がっています。ウクライナとロシアの

確執の歴史はさらに深く、ユーラシア大陸を席

巻したモンゴル勢力が次第に衰退し始めた 16世

紀から 17世紀の時代、ドニエプル川を境に、東

のロシアと西のポーランドに支配地域を分割し

た頃と言われています。以後、ウクライナは独

自の国家を持たない歴史を 300 年以上続け、ソ

連崩壊という歴史的事件の転換点で独立国家と

なりました。しかし、独立後も西と東の確執は

国内で現在まで続いており、今回のウクライナ

危機が起きました。 

また、調べると過去に痛ましい事件がありま

した。スターリンが最高指導者を務める旧ソ連

の統治下時代、1932～33 年にかけてウクライナ

人が住んでいた地域で起きた人為的な大飢餓

「ホロドモール」という惨劇もロシアとの関係

悪化の起因となっているようです。この「ホロ

ドモール」はソ連の重工業化とソ連の農作物の

凶作、工業化推進に必要な外貨獲得のために過

剰な穀物徴収をしたことが重なり起きた悲劇で

す。この飢餓によって当時のウクライナ地区で

は人口の 20％(国民の 5 人に 1 人)が餓死したと

いわれています。ソ連政府がこの惨劇を認めた

のは 1980年代。ウクライナではソ連による人為

的かつ計画的な飢餓であり、ウクライナ人への

ジェノサイド(大虐殺)と一部にはみなされてい

ます。ここでやはり問題なのは、国内で意見が

割れているということです。東の大統領になれ

ばロシア側、西の大統領なれば NATO側。このよ

うな歴史が繰り返されています。現在は西の大

統領主導の政府であることから、ロシアは弾圧

をしています。一つの国家内でウクライナ語地

域とロシア語地域があり、考え方も信仰も違う

ことを考えると簡単な問題ではないのかもしれ

ません。しかし、多くの人が命を落としたホロ

ドモールを経験した両国は過去の惨劇を思い出

してほしいものです。いまは両国ともに多くの

方が「食事が食べられない」といった状況では

ないと思います。多くの子供たちの笑顔が失わ

れないよう、いち早く争いが終息を迎えること

を願っております。 

参照サイト 

https://www.ukrinform.jp/rubric-polyti

cs/3144937-ben-riukurainahahorodomoru-x

i-sheng-zhe-zhui-daono-ri.html 

最後に、例会再開は 3月 10日を予定しており

ます。また、第 6 波がピークアウトしていない

ことを鑑みると、まん延防止等重点措置延長に

より再開が遅滞する可能性が充分あり得ます。

休会・再開の判断につきましては引き続き会

長・幹事・副会長にて判断して参ります。ご理

解の程よろしくお願い致します。 

新型コロナウイルスへの感染が身近になってき

ております。皆様ご自愛ください。一日も早い

例会再開に向けて、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。 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.jp/rubric-polytics/3144937-ben-riukurainahahorodomoru-xi-sheng-zhe-zhui-daono-ri.html
https://www.ukrinform.jp/rubric-polytics/3144937-ben-riukurainahahorodomoru-xi-sheng-zhe-zhui-daono-ri.html
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 幹 事 報 告  

 

(1) 2022年 3月のロータリーレートは、1ドル

＝116円です。 

(2) 地区よりお知らせです。5月 14～15日に実

施を予定しております第 38回ＲＹＬＡにつきま

して、地区大会及び月信 6 号にてご案内し、12

月に担当委員会より各クラブ宛にチラシを発送

させて頂きました。申込締切の 2月末現在、ま

だ参加者枠にゆとりがありますので、申込期間

を下記により延長致します。新型コロナウイル

スの影響により、5月の RYLA 実施につきまして

も未だ不透明ではありますが、過去２年間開催

できなかったこともあり、今年度は何とか開催

出来ればと現段階では引き続き募集を行います。

詳細は添付チラシを再度ご参照頂き、各クラブ

より１名以上のご推薦に宜しくご協力の程、お

願い致します。 

＜第 38回 RYLA申込期間＞ 

2月 28日 ⇒ 3月 31日まで延長 

※ お申込みは、添付申込用紙をご記入の上お送

り下さい。 

※ 3月末時点の感染状況、見通しを踏まえて、

今年度の RYLAを予定通り実施するか、日帰り開

催とするか等も含め検討し、最終判断を各クラ

ブ宛にご連絡予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 よもやま話  

最近勉強になった書籍紹介 

会長 長澤尚明 

皆さん、こんにちは。3回にわたってご紹介し

てきました「スタンフォードのストレスを力に

変える教科書」。最終回の今回は、⑤ストレス反

応とはどんなものか、➅ストレスと幸福度の関

係性についてお話していきます。 

 

⑤スレスを受けたとき体にどういう反応が起

こるか。まず、ストレス反応は大きく三つに分

けられます。一つずつ紹介していきます。  

(1)「火事場の馬鹿力の源はストレスだった」 

一つ目は「闘争・逃走反応」です。動物が身の

危険を感じると体内ではアドレナリンが分泌さ

れ呼吸が早くなり、たくさんの酸素が心臓に届

けられ心拍数があがります。そして酸素や栄養

が筋肉と脳に運ばれ、戦ったり逃げたりと瞬時

に動ける態勢を整えます。極度に緊張した時に

ドキドキするのはこの状態です。 

危機的状況になったとき＝「大切なものが失わ

れる」というストレスに襲われた時、思いがけ

ない力が発揮されます。ストレスによって出る

アドレナリンの作用で五感が研ぎ澄まされ、脳

は情報を急速に処理しはじめます。そして注意

散漫な状態はストップし重要なこと以外は意識

から外れる。その様にストレスには注意力を高

め意識を集中させる働きがあります。交通事故

の瞬間がスローモーションに感じるのもこの効

果ではないかと言われています。 

(2)「ゾーンに入るにはストレスが不可欠」 

ストレス反応の二つ目はストレスがあってもそ

れほど危険でない場合に起こる「チャレンジ反

応」です。一つ目の「闘争・逃走反応」と同じ

ように力が湧いてきてプレッシャーがかかる状

況でもやるべきことがやれるようになります。

「闘争・逃走反応」と違うのは、恐怖を感じな

いという点です。また、ストレスホルモンの分
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泌される割合も異なり、ＤＨＥＡの割合が高く

なりストレス耐性が上がります。いわゆる究極

の集中状態「ゾーン」に入っているという人が

この状態です。 

(3)「ストレスは人を優しく強くする」 

ストレス反応の三つ目が「思いやり・絆反応」

です。ストレスを受けると力が湧くことに加え、

多くの場合、ストレスを受けると人とのつなが

りを求める気持ちが強くなります 

これは主にオキシトシンというホルモンの働き

によるものです。このオキシトシンはラブホル

モンとも呼ばれて、分泌されると相手を思いや

り、誰かの役に立ちたいという思いが強くなり

ます。また、誰かと触れ合ったり一緒に飲みに

行ったりなどの社会的なつながりに対して喜び

を感じるようになるため、社会的なつながりを

強化することに役立ちます。 

さらにオキシトシンには恐怖を鈍らせ、体が動

かなくなるような状態を防ぐ効果もあります。 

つまり、人を優しく勇敢にしてくれるホルモン

です。 

このようにストレスを受けてオキシトシン分泌

されることで人に対して優しくなり、力が湧い

てくるのです。 

 

➅「ストレスが無いと人は不幸になる」 

2005 年から 2006 年にかけて、121 か国 12 万 5

千名の 15歳以上の人を対象にストレスに関する

大規模調査が行われました。調査では「あなた

は昨日、大きなストレスを感じましたか？」と

いう質問が実施され、研究者たちはこのデータ

をもとに各国のストレス度指数を算出しました。

その結果、ストレスを感じたという人の割合は

121 か国の平均で 33％、アメリカは 43％、最上

位はフィリピンで 67％、最下位は西アフリカの

モーリタニアでわずか 5％でした。さらにそのス

トレス度指数と幸福度や平均寿命などの関係も

調査していくと面白いことがわかりました。驚

くべきことにストレス度指数の高い国ほど平均

寿命や幸福度や人生に対する満足度が高かった

そうです。一方、モーリタニアのように貧困や

飢餓が蔓延し、汚職や暴力が横行している国の

人々の多くは自分たちの生活にストレスを感じ

ていないことがわかりました。生きるのがやっ

とな人たちにとってはストレスなど感じる暇も

ないのかもしれません。 

これはやはり生きがいや幸せな生活にこそスト

レスがついて回るということの現れでもありま

す。そして中でも最も幸せなのは大きなストレ

スを感じながらも精神的に落ち込んでいない人

たち、つまりストレスを受け入れつつも、それ

を力に変えていっている人たちということです。 

本書を見るまではストレスは軽減すべきもの

で如何にリフレッシュしてより良いパフォーマ

ンスを出すかばかり考えていました。しかし、

ストレスは付き合い方次第で強力な武器になり、

「ストレスは役に立つときがある」ということ

を学ぶことができました。有意義で幸せな人生

を歩むためには、ストレスは絶対に避けること

ができません。ならば「ストレスの本質を理解

し、ストレスを感じられる環境に幸せを感じ、

力に変えて進むしかない。」パワーをもらえた本

でした。おすすめです。 
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 会員報告  

「ロータリーの友」掲載記事紹介 

会報・雑誌・広報委員長 

今井 新一郎 

 「ロータリーの友」3月号より、いくつかの記

事をご紹介いたします。 

3月は水と衛生月間です。「地域の水と生きて

いく」をテーマに、猪苗代湖や琵琶湖疎水にお

ける事例を掲載しています。 

初の女性ＲＩ会長、ジェニファー・ジョーン

ズ氏のインタビュー記事が掲載されています。

次年度のＲＩ会長テーマは、IMAGINE ROTARYだ

そうです。 

ガバナーのロータリー・モメントにおいて、

当地区小倉ガバナーが 30数年前の豪華客船船上

での例会について、思い出を述べられておりま

す。 

 今号の俳壇・歌壇・柳壇においても、当地区

の会員さんたちの作品が多く取り上げられてお

ります。柳壇の茂木知子会員（神奈川東）、亀ヶ

谷純子会員（横浜港北）は連続しての入選です。

神奈川東ＲＣからは、他に 2会員の作品も入選

されています。 

 以上、お時間のある時に、ご一読をお願いい

たします。 

 

第９回理事役員会議事録 

 

(1)令和 4年 1月会計報告→承認 

(2)タイ山岳民族支援について→承認 

タイの山岳民族がコロナの影響で失業状態にあ

る。彼らへの食料援助を、米山学友のエイちゃ

んが行っている。この事業に補助をする。 

今回はニコニコ会計より 5 万円を支出する。 

なお、援助の状況を石渡会員より皆様に報告し

ていただきます。 

(3)会員名簿 web化について→承認 

現在印刷してお配りしている会員名簿を web上

に掲示します。そのことにより会員の利便性を

高め、常に最新の情報を確認することができま

す。印刷による会員名簿も必要に応じて発行し

ます。 

(4)3月 31日以降の例会会場の件→承認 

3月 31日より新横浜グレイスホテルにて例会を

開催することに決定しました。 

今回は急な話でもあり、現在の会場に近く、使

い勝手・金額も同等と言うことで決めさせてい

ただきました。今後の例会の在り方、場所につ

いては次年度への引き継ぎ事項とさせていただ

きます。 

(5)「鶴見の田祭り」協賛の件→承認 

例年通り 1口 10,000円を寄付することとする。 

(6)その他 

・事務局のコピー機のリースアップに伴い複合

機の入替をする事にしました。 

・次回理事役員会は 3月 10日、次年度理事役員

会と同時開催とする。まん延防止等重点措置の

為例会が中止になっても理事役員会は開催しま

す。 

 

近隣ＲＣ例会予定 

 

横浜東ＲＣ １月２１日～３月 ４日まで休会 

神奈川ＲＣ 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～３月 １日まで休会 

神奈川東ＲＣ １月２８日～３月 ４日まで休会 

横浜港北ＲＣ ２月 ３日～３月 ３日まで休会 

横浜都筑ＲＣ ２月 ２日～３月 ２日まで休会 

 

 

 

 

 


