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2021 年～2022 年度会長ターゲット 
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第２３１8 回 

令和 4 年 6 月 9 日 
 

斉 唱 「手に手つないで」 

 

 会 長 報 告  

 

皆様、こんにちは。先週から今週にかけてぐ

ずついた天気が続きました。気象庁は 6 日、関

東甲信地方が梅雨入りしたとみられると発表し

ました。関東甲信の梅雨入り時期ですが平年は 6

月 7 日ごろのようです。去年より 8 日早い梅雨

入りとなりました。 

1951年から 2021年までで最も早く梅雨入りした

のが 1963年の 5月 6日ごろでした。それに対し

て最も遅い梅雨入りとなったのが 1967年と2007

年の 6 月 22 日ごろとなっています。過去 10 年

でも 6 月上旬の梅雨入りが 9 回となっているそ

うです。 

雨と言えば先週は埼玉県北部でひょうや突風な

どにより小学校や家屋など 1140棟で窓ガラスが

割れる被害が出ました。識者の見解では埼玉県

に限らず関東平野では警報が出たエリアであれ

ばどこでもひょうは降る可能性があり、大雨の

前に降ることが多いとのことです。 

この時期の雨といえば近年多発している豪雨被

害が懸念されます。要因は台風や河川の氾濫な

どがありますが、その一つに挙げられるのが

2014年広島豪雨、2017年の九州北部豪雨、2018

年西日本豪雨をもたらしたのが「線状降水帯」

と言われるものです。記憶に新しいものでは

2021 年熱海市伊豆山土石流災害です。大規模な

土石流が発生した災害ですが「線状降水帯発生

情報」の基準には達していなかったものの、隠

れ線状降水帯が現れていました。 

また、広島は毎年のように線状降水帯による警

報が出ています。線状降水帯は、次々と発生し

た積乱雲が数時間にわたって同じ場所にかかり

続けることで集中的に雨を降らせます。 

今までは線状降水帯の脅威は理解しているもの

「予測情報」の発表がありませんでした。 

大雨の警戒や早めの避難など被害軽減のため、

気象庁は半日から 6 時間前までに予測情報を気

象情報の中で伝える取り組みを 6 月 1 日より始

めました。 

ただ、過去の測定結果をみると線状降水帯の発

生を見逃すケースは 3 回に 2 回程度あり、的中

率も全国で 2 回に 1 回程度、地方単位では 4 回

に 1回程度に留まるようです。 

精度向上についてはさらに時間が必要とのこと

ですが線状降水帯による大雨は命の危険に直結

します。予測情報は避難の合図です。これから

雨が増える時期ですので皆様少し注意して過ご

していただければ幸いです。 

続きまして、先日横浜東ＲＣとの 2ＲＣ親睦コ

ンペに参加して参りました。感染拡大防止の面

から開催可否を検討しておりましたがまん延防

止等重点措置も解除になった為、開催するはこ

びとなりました。 

懇親会は鶴見の田中屋で開催され、久々に親睦

を深めることができました。 

最後に本日の例会では牧井社会奉仕委員長、

舟木国際奉仕委員長、上原青少年奉仕委員長に

離任挨拶をお願いしております。どうぞ宜しく

お願い致します。 

 

 入会記念日  

 

今井新一郎 会員（平成８年６月９日） 
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 幹 事 報 告  

 

(1) 横浜港北ロータリークラブ 60周年記念例会

参加のお礼が届きました。 

(2) 藤林令夫人より故藤林会員追悼例会お礼状

が届きました。 

(3) 横浜本郷ロータリークラブ加盟承認返還の

ご連絡。 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数  ３０名 

今回暫定  ２３／３０＝７９．３１％ 

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 先日の２ＲＣゴルフコンペにご参

加の皆様お疲れ様でした。ゴルフ

は勿論！懇親会も盛り上がりまし

たねぇ。簡幹事、色々と趣向を凝

らして頂き有難うございました。

「離任挨拶」の牧井委員長、舟木

委員長、上原委員長一年間有難う

ございました。 

簡  伸治 牧井さん、舟木さん、上原さん離

任挨拶拝聴します。コロナに振り

回された一年でしたが、ご苦労様

でした。２ＲＣ親睦ゴルフコンペ

＆懇親会にご参加の皆様ありがと

うございました。横浜東ＲＣから

も楽しかったと御礼の言葉をいた

だきました。皆様のホスピタリテ

ィに感謝いたします。 

今井新一郎 入会記念日をお祝い頂き御礼申し

上げます。丸２６年となりました。

離任挨拶の皆さんお疲れ様でした。 

佐久間 務 火曜日２ＲＣ親睦ゴルフコンペ参

加の皆様お疲れ様でした。晴れて

良かったですね。田中屋だけの参

加でしたが次回はゴルフもします。 

加藤  進 離任挨拶ご苦労様でした。奉仕活

動は出来ませんでしたがまた次年

度に期待しましょう。 

赤塚 一志 牧井さん、舟木さん、上原さん離

任挨拶ご苦労様です。一年間お世

話になりました。 

堀野 弘樹 本日、離任挨拶の皆様卓話ありが

とうございます。一年早いですね。

拝聴させていただきます。昨日、

初めて地区の米山記念奨学委員会

に出席しました。次年度一年頑張

ります。各クラブの米山の個人平

均寄付額の発表がありましたが、

当クラブが今年度もダントツでし

た。 

仲亀 晃央 先日は２ＲＣ合同ゴルフコンペご

出席の皆様お疲れ様でした。東の

方と親睦が出来てとても良かった

一日でした。親睦会も楽しく次回

も参加したいと思います。又、マ

ージャン大会の話も出て、色々と

コミュニケーションがとれる事に

期待しています。 

宮田 豊和 牧井さん、舟木さん、上原さん卓

話お疲れ様です。しっかり聞かせ

ていただきます。昨日の人間ドッ

クで小さな大腸ポリープが見つか

りました。この位の年になると

色々と発見されます。皆さんも気

をつけましょう。 

天野 直樹 離任挨拶の皆さんよろしく。コロ

ナでイレギュラーな状況でなにか

と不便、不都合があったと思いま
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すが大変お疲れ様でした。感染防

止に努めつつ日常を取り戻したい

ですね。 

蜂須賀達寿 先日はゴルフコンペ参加させてい

ただきありがとうございました。 

上原 良廣 梅雨に入りましたね。もうすぐ梅

の実の収穫が大変ですが毎年楽し

く色々作ってます。 

牧井 秀賢 本日あまり変わり映えのしない離

任挨拶いたします。 

以下同内容の為、御名前のみ（敬称略） 

松田啓 石渡宏衛 上村政二 合谷保爾  

渡辺直昭 田川邦三郎 田邉勝久 

 

 卓   話  

 

「離任挨拶」 

牧井 秀賢社会奉仕委員長 

本年度、社会奉仕委員長を仰せつかりました牧

井でございます。 

本年度はコロナ禍の中、社会奉仕委員会も開催

出来ず 1人委員長 1人委員の様な活動でした。 

例年、活動致してます老人ホーム美容師派遣や

鶴見養護学校の協力等、全く身体を使った奉仕

活動も出来ず、ただ一歩舎との事業協力で一歩

舎のお米を地元児童給食の支援は行う事が出来

ました。過去は、このお米を給食に使用してお

りましたが今年度は、お米という形で 11月より

平安こども食堂並びに生麦こども食堂に 10Kgず

つ支援致しました。その他には最近、一歩舎に

対してあまり行っていなかった支援として 

耕運機並びに草刈り機を送る事が出来ました。 

以上、本年度コロナ禍の中の社会奉仕委員会の

活動状況を報告させて頂きます。 

 

 

 

 

上原 良廣青少年奉仕委員長 

今年度の青少年奉仕委員会は、新型コロナウ

イルスの感染拡大防止措置の影響で活動はかな

り制約を余儀なくされました。 

当クラブにおける青少年委員会のプロジェクト

は聖ヨゼフ学園ＩＡクラブと共に行うものが中

心でありますが、昨年同様プロジェクトの中止

が相次ぎ以下のような結果になりました。 

１・ＩＡクラブサマーミーティングへの参加 

→中止 

２・「つるみ夢広場 in総持寺」に於いての盲導

犬協会への募金活動→中止 

３・ＩＡクラブ海外研修支援→中止 

４・盲導犬協会訓練センターへの社会科見学学

習支援→中止 

５・ＩＡクラブ年次大会への参加 

→ZOOM にて参加 

６・三ッ池公園フェスティバルに於いての薬物

乱用防止キャンペーン→中止 

７・ＩＡクラブへの例会参加並びに、当クラブ

例会参加へのお願い→中止 

８・他、ＩＡクラブ例会での講師派遣、職場体

験等→中止 

他、昨年同様、4月に社会奉仕委員会と合同で

獅子ヶ谷市民の森にて、一歩舎さんと筍の堀が

計 2回、約 160本の収穫が出来ました。 

又、国際奉仕委員会と共同プロジェクトのラ

ンドセル回収は過去最高の 97 個となりました。 

今年度も残念なことに成りましたが、次年度は

活動が再開出来ることを願い報告とします。 
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舟木 七郎国際奉仕委員長 

2021～2022 年度国際奉仕委員長舟木七郎です。 

コロナ渦の中、国際交流及び活動が難しい時期

でしてたが、長澤会長をはじめクラブ会員皆様

の御協力の元、2022 年 3月にフィリピンにて RC 

Valenzuela Westのご協力も頂き、浄水器設置事

業を実施する事が出来ました。 

3月 9 日 RC Valenzuela West 

SAN PABLO ZNO National High School 当校は 2021 

年 9月に RC Valenzuela West MARICEL 会長と会

員の皆さんで浄水器を設置済みでした。当初の

予定では、私も行う予定でしたが、コロナの影

響で渡航出来なくて、2022 年 3月 9日に設置状

況確認と学校の先生方にもお会いし、お話しを

聞きたくて訪問させて頂きました。MARICEL会長

の出身校みたいで、校長先生は会長のいとこと

の事です。校長先生出身校でこの様な浄水器設

置をされた事に対してとても感射されました。 

 設置場所は校門近くの守衛室の前に設置され

ていました。生徒さんは 3 月末までは、リモー

ト授業で、4月からは対面授業になるとの事でし

た。 

RC Valenzuela Vest の皆さんとは 9月頃に浄

水器置事業実施の後、夜間例会に出席し例会終

了後、月餅パーティーで中国式チンチロリンを

して大いに盛り上がって交流を深めてきました。

景品は現金で、お酒も入っていますので大いに

盛り上ります。 

RC Valenzuela westの皆さんとは新規設置前

後に以前設置した学校を訪問して使用状況等の

確認を行っています。 

3月 15 日は RC Valemenela Sunrise 皆さんと 

DALANDANAN National High School と BAGBAGUIN 

National High Schoolへ浄水器を設置し、終了

後は夜間例会に出席し、懇親を深めました。

DALANDANAN National High School の学校は、会

長の出身校との事です。 

3月 12 日は RC Valenzuela South の皆さんと 

Marulas central Elementary School にて浄水器

を設置致しました。3 月末まではリモート授業で、

4月から対面授業になるとの事で各学校では生

徒さん達とはお会いできませんでしたが、校長

先生等の皆さんからは、浄水器設置授業を理解 

頂き、ロータリークラブの活動に御理解頂けた

と思います。出発前にクラブ会員の皆様に頂い

た御厚意は各校長先生からの依頼として、消毒

用アルコールと名札等に使用来る。パウチ器と

専用フィルムを文房具として、協力クラブと一

緒に納めて参りました。 

またロータリークラブの活動事業として、各

学校校長と協力ロータリークラブと横浜鶴見北

ロータリークラブとの覚書きにサインをし、フ

ィルター交換等のメンテナンス等でこれからも

携っていく事を確認し合いました。 

※この事業は、地区補助金にて実施されました。 

同一業は、3年とされていましたが、先輩方の

実績やクラブ自体の実績も有り、申請は 4年連

続となりました。昨年度は、コロナ渦で渡航す

ることが出来なくて、地区補助金を返金してい

ました。本年度に実施出来て本当に良かったと

思います。 

タイの山岳民族就学支援は、コロナの影響で、

米山奨学生であった、エイちゃんの生活物資支

援活動を協力する名目でクラブから 5万円を支

出させて頂きました。ジョイセフランドセルギ

フト事業は、今までの実績と、上原会員等の呼

び掛けで本年度は 97個のランドセルを送付出来

るとの事です。これからも、タイの支援事業や

ランドセルギフト事業が継続されていく事を願

います。 

コロナが落ち着いたらメーキャップが出来る

くらい世界中が笑顔で会える時が早く来ること

を願います。また、グローバル事業に挑戦して

みたいと思います。 

今年度、会長をはじめ、クラブ会員の皆様、

この様な活動にご理解をいただき誠にありがと

うございました。 
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第２３１9 回 

令和 4 年 6 月 16 日 

年度末夜間移動例会 

～横浜ベイコート俱楽部～ 
 

 乾   杯  

 

 

第４６代会長 渡辺直昭 

 

 特 別 講 演  

 

「ユッキーand 南海子のお客様参加型 

ミニミニミニイリュージョンショー」 

 

 

 

 

 

 

第１３回理事役員会議事録 

2021～2022 年度 

 

(1)令和 4年 5月会計報告→承認 

(2)年度末謝礼の件→承認 

教会は使用していないのでなし・一歩舎 5万円・

ピアニスト 1万円・事務局 1万円  

(3)入会候補者の件→承認 

清水勝幸会員及び加藤進会員より、会員推薦書

が提出され承認されました。 

承認を受けて、候補者に詳細を説明し、会員推

薦用紙 Bの部に署名をいただきます。Bの部は、

候補者の氏名と予定されている職業分類をクラ

ブ会員に講評することを許可するものです。署

名をいただき次第書面にて会員の皆様に発表い

たします。 

 

第４回理事役員会議事録 

2022～2023 年度 

 

【創立 50周年記念事業】 

1.チャリティーコンサート 

日時：令和 5年 4月 9日（日） 

13:00 開場 14:00 開演～17:00閉演 

場所：サルビアホール 

概要：ハンガリー ブタペストオーケストラ所属

ロータリー財団学友 佐々塚 碧さんを招聘し、

バイオリンコンサートを上演する。 

会場にてご寄付を募り、鶴見区社会福祉協議会

を通じて生活に困窮している方々の支援を行う。

特に、ひとり親家庭や障害児の方々を支援する。 

コンサート参加者：鶴見区内在住の小中高校生

とそのご家族。 

・鶴見区広報、タウンニュース等で告知し事前

申し込みとする 300 名 

・横浜鶴見北ロータリークラブ 会員、家族 50

名。聖ヨゼフ学園、鶴見養護学校の児童、生

徒とそのご家族 学校を通じて告知し、事前申

し込みとする 50名。 
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・第 2590地区ロータリアン他。ガバナー、ガバ

ナー補佐、Ｒ財団、米山記念奨学、青少年委

員会 20名。横浜東ロータリークラブ、新竹ロ

ータリークラブ、他地区内ロータリークラブ 

50名。 

・横浜東ローターアクトクラブ、聖ヨゼフ学園

インターアクトクラブ、関東学院六浦中学高

等学校インターアクトクラブ 20名。 

・当クラブスポンサー 米山奨学生、学友、Ｒ財

団学友、YEローテックス他 10名。 

・その他ご案内予定 

鶴見区区長、鶴見区社会福祉協議会、鶴見区

文化協会（後援を予定）鶴見警察署、消防署

（優良警察官、消防官表彰）鶴見区障害児連

絡協議会（成人式）←解散 一歩舎、鶴見区

保護司会、鶴見区薬物乱用防止指導員協議会

（薬物乱用防止）鶴見区医師会、歯科医医師

会、薬剤師会（新型コロナ感染防止物品寄贈） 

予算案：収入 50周年積立金より（1,700,000円） 

    支出サルビアホール（全日） 82,500円 

   リハーサル室 6,200+4,200=10,400 円 

   楽屋（全日）3,500 円 

   演奏者謝礼 佐々塚碧さん他 

（カルテット、ピアノ）600,000円 

   広報費用 50,000円 

   その他 53.600 円 

   合計 800,000 円 

【国際奉仕活動の再検証と追加支援】 

横浜鶴見北ロータリークラブが行ってきた国際

奉仕活動、特に子ども達に関する事業を再検証

し、追加の支援を行う 

・対象事業 

タイチェンライひよこ寮、タイプーケット、

津波被災孤児寮、ターチャチャイ小学校、タ

イチェンマイファイナムカオ寮、ベトナム ニ

ャチャン 少数民族の小学校、台湾 地震被害

のあった小学校、フィリピン浄水器設置 

  その他 

・予算案 

  収入 50周年積立金より（1,700,000 円） 

  支出 各事業に 100,000円 合計 700,000円 

【鶴見区内に記念となるものの設置】 

・内容 鶴見区に相談中 

 

 例 会 予 定  

 

６月３０日（木）新横浜グレイスホテル 

        「離任挨拶」 

７月 ７日（木）新横浜グレイスホテル 

        「就任挨拶」 

７月１４日（木）新横浜グレイスホテル 

        ガバナー公式訪問 

７月２１日（木）新横浜グレイスホテル 

        未定 

７月２８日（木）新横浜グレイスホテル 

        未定 

 


