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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 新横浜グレイスホテル 

                                  

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 2９号令和４年４月２１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 

mailto:ytnclub@gmail.com
https://www.rotary-tsuruminorth.jp/
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第２３１2 回 

令和 4 年 4 月 14 日 
 

斉 唱 「君が代」 

    「横浜鶴見北ロータリークラブの歌」 

ゲスト 渡邊 雄太様 

ガバナーノミニー 

神奈川ＲＣ  樋口  明様 

川崎南ＲＣ  山内 耕三様 

横浜都筑ＲＣ 楠美 憲輔様 

 

 会 長 報 告  

 

皆様、こんにちは。新型コロナウイルス関連

ですが先月にはまん延防止等重点措置が解除さ

れ、徐々に感染者数も落ち着いてきたと思って

おりましたが 3 月中旬より感染者数の高止まり

が続いております。報道では卒業・就職シーズ

ンで人出が増えるなか、感染力が強いとされる

変異株「オミクロン株」の派生型「BA・2」への

置き換わりが進んでいることが影響しているよ

うです。1人が何人に感染させるかを示す「実効

再生産数」はオミクロン株の 1.4 倍という報告

もあるようです。国立感染症研究所は、5月第 1

週には感染者の 9割が「BA・2」になると推計し

ています。免疫学の専門家は「これまでと比べ

BA・2の広がりによって重症者が急増する可能性

は低い」とみる一方、「高齢者にとって危険なウ

イルスであることは変わりない。感染が急拡大

する可能性はあり、感染対策の手を緩めるべき

ではない」との声も出ています。 

「BA・2」への置き換わりについては世界各国の

経験や情報で 2 月初めには予見できていたはず

です。「今年の GWは 10連休です」というワード

や旅行、イベント情報の露出も増えてきていま

す。多くの情報を得る機会が増えれば増える程、

私も含め、みんなの待ちに待った「不要不急」

への期待感は日を追うごとに増すばかりです。 

「BA・2」がこのまま増える中、新たな亜種も出

始めているのでどこかでデンマークのようにす

べてのコロナ規制解除の判断をする時がくるの

かもしれません。 

続きまして、国が推進しているワクチン接種

状況ですが、3回目ワクチン接種を完了した方が

4月 11日時点で全国 5,821万人(46.3%)と 4割を

超えた方々が接種を終えています。やはり 1,2

回目接種の時に比べ進みが悪いです。70 歳以上

の接種率は 80％を超えた一方、20代 30代は 20%

台にとどまっております。医療機関のワクチン

接種予約が容易に取れる状況から二の足を踏ん

でいる方が多く出てきていると思われます。 

神奈川県の新型コロナウイルス感染者数は 4 月

12 日には 4,117 人でした。3 月中旬から新規感

染者数が高止まりしている神奈川県では 30代以

下の新規感染者が全体の 6 割以上を占めている

ことから、県知事は若い世代のワクチン接種を

進めることが重要だとして、大学や企業などの

団体単位で接種を行う取り組みを始めると発表

しました。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。 

最後に、本日の例会では高橋会員にイニシエ

ーションスピーチをしていただきます。楽しみ

にしています。どうぞ宜しくお願いします。 

 

 結婚記念日  

 

石渡 宏衛 会員（４月１１日） 
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 創立記念日  

 

牧井 秀賢 会員（４月１日） 

天野 直樹 会員（４月１日） 

仲亀 晃央 会員（４月１日） 

 

 入会記念日  

 

上村 政二 会員（昭和４８年４月１日） 

合谷 保爾 会員（平成１０年４月２日） 

晝間  勝 会員（平成１３年４月５日） 

宮田 豊和 会員（平成２２年４月８日） 

 

 幹 事 報 告  

 

(1) 2590地区よりロータリー米山奨学事業への

寄付目標達成ご協力お願い 

地区の寄付目標 25,000円/人に対し 23,002

円/人(2月末現在)と厳しい状況。更なるご協

力をお願いしたいとのことです。 

(2) ハイライトよねやま 265号 

詳細は PDF版をダウンロードください 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/conten

t/uploads/summary/highlight265_pdf.pdf 

(3) 横浜港北ロータリークラブ創立 60周年記念

行事のご案内 

日時：令和 4年 5月 12日(木) 

16時より（受付 15時） 

場所：新横浜プリンスホテル 5階 

登録料：1万円 

(4) 横浜東ローターアクトクラブ創立 50周年記

念式典のご案内 

日時：2022年 5月 7日（土）13：00～16：00 

開催：ハイブリッド形式 

   ホテルキャメロットジャパン・ZOOM  

(5) 再興 35周年 鶴見田祭のご案内 

日時：令和 4年 4月 29日 

場所：鶴見神社境内 

16：30 杉山祭祭典 

17：40 田祭/神寿歌 

(6) 聖ヨゼフ学園小学校校長退任および新校長

就任のご挨拶 

4月より荒屋勝寿校長先生がご退任、鈴木玲

子校長先生が就任されました。 

 

 委員会報告  

 

【上原良廣会員】 

・4/20竹の子堀り参加のお願い 

・ランドセルプロジェクトについて 

 

 出席報告  

 

会員総数   ３０名 

今回暫定   ２１／３０＝７２．４１％ 

前々回確定   ２５／３０＝８３．３３％ 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

樋口 明様 本日はお世話になります。宜しく

お願い申し上げます。 

楠美憲輔様 お世話になります。高橋敏昭会員

のイニシエーションスピーチを聴

きに参りました。宜しくお願い致

します。 

山内耕三様 高橋さんのイニシエーションスピ

ーチ拝聴しに参りました。本日は

宜しくお願い申し上げます。 

（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 ㈱たつみ渡邊様、神奈川ＲＣ樋口

様、川崎南ＲＣ山内様、横浜都筑

ＲＣ楠美様本日はお越しいただき

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight265_pdf.pdf
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight265_pdf.pdf
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有難うございます。記念日の皆様

おめでとうございます。高橋さん

お待たせいたしました。どの様な

お話が聞けるのか楽しみにしてお

ります。 

簡  伸治 樋口さん、山内さん、楠美さんよ

うこそ！本日はゲストで渡邊祐太

さんをお呼びしました。皆様宜し

くお願い致します。例会を楽しん

でください。 

高橋 敏昭 本日はイニシエーションスピーチ

させていただきます。樋口ＧＮご

無沙汰しております。都筑ＲＣ楠

美さん、川崎南ＲＣ山内さん本日

はありがとう。ロータリーの友情

に感謝です。 

石渡 宏衛 結婚記念日を祝っていただきあり

がとうございます。高橋さんイニ

シエーションスピーチ楽しみにし

ています。樋口ガバナーノミニー、

楠美様、山内様ようこそ。 

鈴木元一郎 各記念日の皆様おめでとうござい

ます。高橋さん本日はお話楽しみ

にしていました。樋口様ようこそ

おいで下さいました。 

上村 政二 石渡さん結婚記念日おめでとうご

ざいます。益々仲睦まじく。高橋

さん卓話ご苦労様です。 

牧井 秀賢 創立記念日お祝いいただきありが

とうございます。高橋会員イニシ

エーションスピーチ楽しみにして

います。 

田邉 勝久 各記念日の皆様おめでとうござい

ます。高橋さん本日は卓話ありが

とうございます。 

上原 良廣 ガバナーノミニー樋口様、山内様、

楠美様本日はようこそ。来週の竹

の子堀宜しくお願い致します。 

今井新一郎 高橋会員の卓話、拝聴いたします。

竹の子堀り参加の皆様お疲れ様で

した。 

晝間  勝 石渡さん結婚記念日おめでとうご

ざいます。創立記念日、入会記念

日の皆様おめでとうございます。

高橋さん卓話ご苦労様です。 

堀野 弘樹 各記念日の皆様おめでとうござい

ます。樋口ガバナーノミニーよう

こそいらっしゃいました。楠美様、

山内様ようこそいらっしゃいまし

た。渡邊様本日はありがとうござ

います。ご入会お待ちしています。

高橋様本日は卓話ご苦労様です。 

舟木 七郎 皆さんこんにちは。気温の上昇、

下降があり皆さんお体ご自愛下さ

い。本日の卓話者、高橋会員宜し

くお願い致します。 

天野 直樹 各記念日の皆様おめでとうござい

ます。樋口ガバナーノミニー、楠

美様、山内様ようこそ。やはり「世

界平和」ときましたか。高橋さん

イニシエーション心して拝聴しま

す。渡邊様楽しんでいただければ

幸いです。 

以下同内容の為、お名前のみ（敬称略） 

祝康一 仲亀晃央 小笠原憲介 松田啓 

合谷保爾 加藤進 
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 卓   話  

「私のライフワーク 世界平和」 

～米軍による 88.2haの接収、 

接収解除運動・ゼロからの街づくり 50 年～ 

 

高橋 敏昭会員 

～高橋敏昭 主なロータリー歴～ 

（ＩＭ実行委員会 ＲＬＩファシリテーターな

どは除く） 

1999年 2月 22日横浜本牧ＲＣチャーターメンバ

ー初代副会長 

認証状伝達式/チャターナイト（懇親会）実行委

員長 

2000～2001年度 横浜本牧ＲＣ 2代目会長 

2003～2004年度 地区インターアクト委員 

2004～2005年度 （藤林ガバナー年度） 

地区インターアクト委員長 

※地区大会第 1回新世代交歓会実行委員長 

インターアクト全員登壇など 

2005～2006年度 地区インターアクト委員長 

2006～2007年度 地区インターアクト委員 

2007～2008年度 地区新世代育成副委員長 

2008～2009年度 地区新世代育成委員長 

地区大会新世代委員長 

クラブ 10周年記念実行委員長 

2009～2010年度 地区副幹事 

（社会奉仕・新世代育成担当） 

地区大会新世代委員長 

2010～2011年度  第 6グループ ガバナー補佐  

地区危機管理委員長 

※東日本大震災支援 マッチングラントによる

石巻への小型漁船贈呈式に上澤ＧＥ・昼間次年

度地区幹事ご出席 

2011～2012年度 （上澤ガバナー年度） 

地区拡大・増強委員長 

※地区大会新会員登壇 35クラブ卓話 

2012～2013年度 地区米山奨学金増進副委員長 

2013～2014年度 地区米山奨学金増進委員長 

2014～2015年度 地区米山記念奨学委員長 

2015～2016年度 地区米山記念奨学委員長 

地区研修・協議会実行委員長 

※前年度実行委員会の横浜鶴見北ＲＣ今井委員

長より資料などの提供、引継ぎを受ける 

2016～2017年度 地区米山記念奨学委員長 

2017/1/1～2018/12/30  

米山記念奨学会本部システム開発小委員会委員 

※米山本部に地区・各クラブ間のスムーズな情

報伝達のためシステム改善の提言、改善に尽力 

2021/6/30 横浜本牧ＲＣ解散 

2021/7/21 横浜鶴見北ＲＣ入会 

（紹介者；藤林ＰＧ・天野会員） 

ポール ハリス ソサイティ、ベネファクター、

ＭＰＨＦ米山メジャードナー、Ｒ財団メジャー

ドナー 
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～本牧山頂公園（20ｈａ）全面開園にあたり～ 

本牧山頂公園は、太平洋戦争後 36年間米軍に接

収されていた新本牧地区内の丘陵地です。 

昭和 57年に返還され、新たな街づくりの核とな

る公園として誕生しました。戦後長く接収され

ていた土地が新たに生まれ変わったことを記念

するとともに、二度と戦争のない世界になるよ

う願いを込め紅しだれ桜 2 本を植樹します。本

牧山頂公園が市民の憩いの場であり続け、この

桜が平和のシンボルとして永く愛されることを

祈念いたします。 

平成 23年 4月吉日 

公益信託ヨコハマ中区まちづくり本牧基金運営委員長 

本牧まちづくり会議代表 高橋 敏昭 

～街づくり 50 年にあたり「まちづくりは大きな夢」～  

 新本牧地区 88.2ｈａは、戦後、米軍住宅地と

して接収され 36年の空白が出来てしまった土地

です。接収時には米軍のブルトウザーで街は破

壊され何もなくなりました。そして、日本の土

地でありながら日本ではない、フェンスに囲ま

れた米軍住宅地になってしまいました。接収解

除運動が実を結び米軍住宅がなくなり空白の土

地となって返還された土地開発にあたり、不幸

な事実を単純に嘆くのではなく、永い歴史や文

化・風習のある土地に新しい歴史を加え創るこ

とが出来る「真っ白なキャンバス」を与えられ

たのだ。と考え、より良い街づくりを推進して

まいりました。そして、新本牧が目指す「子々

孫々に、世界に誇れるまち」に少しでも近づけ

たのではないかと思っております。大きな夢を

持った多くの仲間と共に創ってきた街をこれか

らも育て続けていきたいと想っています。 

2022年 1月 

本牧まちづくり会議代表 高橋 敏昭 
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第１１回理事役員会議事録 

２０２１～２０２２年度 

 

(1)令和 4年 3月会計報告→承認 

(2)故藤林会員追悼例会について→承認 

日時：5月 26日(木)12時 30分～14時 

場所：新横浜グレイスホテル 

次第：点鐘/黙祷/会長挨拶/故藤林会員の思い

出・お別れの言葉/追悼メッセージ/令夫人ご挨

拶/点鐘 

※各種報告・ニコニコは会報でご確認いただく。 

お話しいただく方は代表で 5名程度。 

その他詳細については本日の討議を参考に、実

行委員会で準備を進め、決定は執行部に一任。 

(3)ジョイセフランドセルギフトの件→継続 

現在受け付け中、タウンニュースからの申込を

待っている。前年並みの 70個の見込み 

(4)三ツ池ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ協賛金次年度へ繰越→承認 

(5)年度末移動例会の件→承認 

年度末移動例会は昨今の状況を考え夜間例会と

する。候補日は 6月 16日前後で会場の都合によ

って決定する。 

(6)その他 

コロナによって開催できていないグループミー

ティングの開催を検討 
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第２回理事役員会議事録 

２０２２～２０２３年度 

 

(1)例会について→承認 

・年間 45例会を予定する。 

・2/23祝日なので休会とする。 

・年末家族親睦会 12/22→12/15変更 

(2)50周年記念行事について→承認 

・50周年記念事業 4/8→4/9 日程変更 

(3)予算について→承認 

・例回数に応じた予算、人頭分担金ロータリー

レート 107円→122円、R友誌 250円→275円 に

伴い変更 

(4)ガバナー公式訪問について→承認 

(5)年間行事予定について報告 

(6)クラブ名変更について→承認 

会員からの要望がなければ検討しない 

 

 例 会 予 定  

 

４月２８日（木）休会 

５月 ５日（木）休会 

５月１２日（木）新横浜グレイスホテル 

        「外部卓話」 

５月１９日（木）新横浜グレイスホテル 

        「外部卓話」 

５月２６日（木）新横浜グレイスホテル 

        「藤林会員追悼例会」 

 


