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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３号令和３年７月２９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 2297 回例会 

ガバナー公式訪問例会 

令和３年 7 月 15 日 
 

斉 唱 「手に手つないで」 

ゲスト  第２５９０地区ガバナー 

横浜ＲＣ    小倉  正様 

第４グループガバナー補佐 

  横浜港北ＲＣ  桑原  薫様 

  地区副幹事   後藤 元信様 

  地区副幹事   秋山 高秀様 

ビジター 東京紀尾井町ＲＣ   中村ひろみ様 

 

 会 長 報 告  

小倉ガバナー、桑原ガバナー補佐、この度は

コロナ禍の中、公式訪問にお越しいただきあり

がとうございます。RI 会長のテーマ「奉仕しよ

う みんなの人生を豊かにするために」ガバナー

テーマ「クラブ基盤のさらなる充実強化”～会

員の増強こそが最大のサービス（奉仕）」の具

体的な目標等をご教授頂ければ幸いです。卓話

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。 

先週の例会終了後に桑原ガバナー補佐にご出

席いただき、クラブ協議会を開催致しました。

各委員会の皆様、計画を発表いただきありがと

うございました。桑原ガバナー補佐からも、多

くのご指導をいただきました。今後のロータリ

ー活動に活用していきましょう。 

現在の当クラブでは会員数 30 名です。30 名

では多くの奉仕活動等で委員会をまたいだ活動

が必要です。奉仕活動をするには会員皆様の協

力なくして成り立ちません。会員同士の様々な

人間関係をよく考えて行動し会員皆様の協力を

得たいと思います。本年度ガバナーは会員増強

を強調されており鶴見北 RCも会員増強を積極的

に行っていきます。会員皆様のお力添えを何卒

宜しくお願い致します。 

首都圏では緊急事態宣言及びまんえん防止措

置の延長が決まり、オリンピックの影響もあり

様々な懸念が想定されます。当クラブはご高齢

の方も多数在籍されております。クラブ活動は

安全が優先されると解釈しております。 

また、コロナ感染者が急激に増えている状況

です。昨日は東京都の感染者が 1149人と 5月の

第 4 波での最多数を上回り、神奈川の感染者が

361人でした。 

今後は迅速かつ慎重な対応が必要となりますが

理事会での審議では間に合わないと判断した場

合は、例会の開催、中止の判断は会長・幹事・

加藤クラブ奉仕委員長 3 名で決定し、皆様にお

知らせすることと致します。ご理解、ご協力の

ほど、宜しくお願い致します。 

以上、会長報告でした。 

 目 録 贈 呈  

 

生方常明Ｒ財団副委員長 

 

祝康一米山奨学委員長 
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 誕 生 祝  

 

鈴木元一郎 会員（７月１９日） 

 

 

 幹 事 報 告  

 

(1) ハイライトよねやま 256号がとどきました 

▼全文は、こちらよりご覧ください。 

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

t/uploads/summary/highlight256_pdf.pdf 

・2020-21年度 寄付金結果 2590地区が個

人平均寄付額全国 1位をとりました。全国平

均 15,516円、2590地区は 27,421円です。 

・学友会セミナー開催報告 6 月 26 日 ZOOM

で開催 

・米山初の紺綬褒章受章者が誕生 紺綬褒章

の公益団体認定を受けて初の受賞者が誕生

しました。国際 RC 代 2630 地区 上野 RC 丸

山統正氏 

・レンタルします！－ロゴ旗＆タスキー 

・50周年記念誌頒布終了のお知らせ 

(2) 2020－21 年度米山奨学事業への地区目標達

成のお礼が吉田前ガバナーより届きました。 

(3) 新横浜国際ホテル駐車場使用中止のお知ら

せです。施設老朽化によりホテルの駐車場が

廃止されました。それに伴い、駐車料金は各

自ご負担いただく事となりました。 

 出 席 報 告  

 

会員総数   ３０名 

今回暫定   ２４／３０＝８０％ 

前々回確定   ２４／３０＝８０％ 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

小倉 正様 本年度ガバナーを拝命しました。

横浜ロータリークラブの小倉と申

します。本日は公式訪問にお伺い

させていただきました。貴クラブ

の皆様のご支援とご協力を頂き、

地区 53クラブの益々の発展のため

に努力してまいります。宜しくお

願い致します。 

桑原 薫様 本日お世話になります。宜しくお

願い致します。 

後藤元信様 小倉ガバナーの公式訪問に同行し

て参りました。宜しくお願い致し

ます。 

秋山高秀様 本日はガバナー公式訪問に同行致

しました。地区副幹事の秋山と申

します。宜しくお願い致します。 

中村ひろみ様 渡辺さんのご紹介で訪問させて頂

きました。ガバナー公式訪問に伺う

事が出来て光栄に存じます。 

（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 小倉ガバナー、桑原ガバナー補佐、

地区副幹事の皆様。本日はコロナ

禍の中、公式訪問にお越しいただ

き有難うございます。1年間宜しく

お願い致します。先週クラブ協議

会にご参加の皆様有難うございま

した。1年間頑張ります。 

簡  伸治 小倉ガバナー、桑原ガバナー補佐

公式訪問ありがとうございます。

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight256_pdf.pdf
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/content/uploads/summary/highlight256_pdf.pdf
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年度方針、想い拝聴させていただ

きます。 

藤林 豊明 小倉ガバナーようこそお越し下さ

いました。ご指導宜しくお願い致

します。 

上澤摩壽雄 小倉ガバナー公式訪問誠にありが

とうございます。心よりご歓迎申

し上げます。 

鈴木元一郎 公式訪問感謝致します。やっとと

云うか、とうとうと云うか 80歳の

誕生日を迎えました。これからも

よろしくお願いします。 

渡辺 直昭 小倉ガバナーようこそお越し下さ

いました。宜しくお願い申し上げ

ます。 

晝間  勝 小倉ガバナーようこそ。ご指導宜

しくお願い致します。桑原さん先

週はお世話になりました。 

上村 政二 鈴木さん誕生日おめでとうござい

ます。 

田川邦三郎 小倉ガバナー、桑原ガバナー補佐

ようこそおいで下さいました。7/2

の山手線で腰を打ちました。本日

は写真お願い致します。 

牧井 秀賢 本日は小倉ガバナー、桑原ガバナ

ー補佐、地区副幹事、関係者の皆

様ようこそおいで下さいました。 

上原 良廣 小倉ガバナー1年間宜しくお願い

致します。梅雨明けそうですね。

暑中お見舞い申し上げます。 

天野 直樹 小倉ガバナー、桑原ガバナー補佐

本日は宜しくお願い致します。後

藤様、秋山様、中村様ようこそい

らっしゃいました。赤塚さんエイ

ジシュートおめでとうございます。

82凄いですね。 

仲亀 晃央 国際ロータリー第 2590地区ガバナ

ー小倉正様。本日は卓話宜しくお

願い致します。第 4グループガバ

ナー補佐桑原様ようこそ。 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

松田啓 赤塚一志 清水勝幸 祝康一  

石渡宏衛 加藤進 佐久間務 

 

 ガバナー紹介  

 

第２５９０地区第４グループガバナー補佐 

横浜港北ＲＣ 桑原 薫様 
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 卓   話  

 

 

第２５９０地区ガバナー 

横浜ＲＣ 小倉  正様 
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 例 会 予 定  

 

８月 ５日（木）休会 

８月１２日（木）休会 

８月１９日（木）休会 

８月２６日（木）新横浜国際ホテル 

        「就任挨拶」 

 

 近隣ＲＣ例会予定  

 

横浜東ＲＣ   7月 30日～8月 20日→休会 

神奈川ＲＣ   7月 26日～8月 23日→休会 

横浜都筑ＲＣ  7月 28日→夜間例会 

8月 11日、25日→休会 

神奈川東ＲＣ  7月 23日・8月 13日→休会 

        7月 30日→夜間例会 

横浜港北ＲＣ  7月 29日→夜間例会 

        8月 12日→休会 

横浜北ＲＣ   7月 27日→休会 

8月 17日、24日→休会 

横浜日吉ＲＣ  7月 28日～8月 18日→休会 

 

第２回理事役員会議事録 

 

（1）令和 3年 6月会計報告→承認 

（2）2021-22年度 上期地区資金の件 

17,500円×30名＝525,000 円→承認 

米山記念奨学金 上期普通寄付の件 

2,500円×30名＝75,000 円→承認 

（3）国際奉仕委員会タイにおける新型コロナウ

イルス感染症による困窮者支援金を国際

奉仕委員より 50,000 円支出→承認 

（4）他地区被災地支援義援金協力を会員一人当

たり 2,000円×30名＝60,000円→承認 

（5）入会手順・申込資料の件→承認 

（6）入会推薦者の承認→承認 

 

 


