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第２３２１回 

令和 4 年６月 30 日 
 

斉 唱 「四つのテスト」 

ゲスト ＮＰＯ法人一歩舎 

    西澤 昭彦様 

    山本 暁子様 

ビジター 横浜港北ＲＣ 

    亀ヶ谷 純子様 

 

 会 長 報 告  

 

皆様、こんにちは。まずは、理事・役員の皆

様 1 年間ご協力ありがとうございました。そし

て会員の皆様ご支援ありがとうございました。

色々とこみ上げてくるものはありますが後ほど

年度末の離任挨拶が控えていますので報告は簡

易にさせていただきます。 

まず、先週 24日金曜日、横浜東ＲＣの最終例

会に簡幹事と共に表敬訪問して参りました。 

鶴見北ＲＣからはビジターで上村会員、高橋会

員も参加され、最終例会に花を添えられたと思

います。早いもので本日が今年度最後の会長報

告となります。拙い会長報告を 1 年間お付き合

いいただきありがとうございました。 

なかなか思い描いていたＲＣ活動ができず、会

長報告もコロナ関連や四方山話が中心となるこ

とが多かったかと思います。 

今年度は改めて皆様と顔を合わせ語り合うこと

の大切さを感じた 1 年でした。様々な活動が制

限される状況が続いておりましたので休会中、

少しでも健康に過ごしていただきたい一心で心

と体を整える話題や書籍の紹介を中心にさせて

頂きました。どこかで 1 度振り返り、実践して

頂ければ幸いです。最後に本日が今年度最後の

例会となりますが楽しい時間を過ごしたいと思

っております。また、本日の例会では私と簡幹

事より離任挨拶をお届け致します。どうぞ宜し

くお願い致します。 

 誕 生 祝  

 

松田  啓 会員（６月２３日） 

渡辺 直昭 会員（６月２７日） 

 

 

 

 幹 事 報 告  

 

（1） 年次報告書作成のお願いです。7月 31日

までに対象役員の方ご提出お願い致しま

す。 
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 年度末謝礼  

 

 

ＮＰＯ法人一歩舎 西澤様 山本様 

 

ピアニスト横山さん 事務局雨宮さん 

 

 委員会報告  

 

【上原良廣会員】 

・クラブ協議会について 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数  ３０名 

今回暫定  ２５／３０＝８３．３３％ 

前々回確定  １８／３０＝６０％ 

 

 

 

 

 

 

 ニコニコＢＯＸ  

 

亀ヶ谷純子様 ホームクラブと例会曜日が同じな

ので鶴見北ＲＣ様のメイクアップ

は念願でした。本日は表敬訪問で参

りました。どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 早いもので本日が今年度最後の例

会となりました。皆様の絶大なサ

ポートもあり、本日何とか港へ戻

って参りましたこと改めて心より

感謝申し上げます。最後に「離任

挨拶」させて頂きます。宜しくお

願い致します。 

簡  伸治 一歩舎山本様、西澤様本日はご参

加有難うございます。横浜港北Ｒ

Ｃ亀ヶ谷次年度会長ようこそ。皆

様のご協力で無事今日を迎えるこ

とができました。有難うございま

す。 

石渡 宏衛 山本様、西澤様ようこそ。次年度

も宜しくお願い致します。亀ヶ谷

様ようこそ。同期会長頑張りまし

ょう。長澤会長、簡幹事一年間ご

苦労様です。 

上村 政二 長澤会長さん以下理事役員の皆様

一年間ご苦労様でした。渡辺さん

松田さん誕生日おめでとうござい

ます。 

高橋 敏昭 長澤会長・簡幹事殿。多難な一年

間クラブの運営有難うございまし

た。心より敬意を表します。 

加藤  進 会長、幹事お疲れ様でした。別に

休む必要ないから「ＭＡＫＥ Ｆ

ＲＩＥＮＤ」メイクフレンド仲間

を増やしましょう。会員を増やし

ましょう。 
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舟木 七郎 皆さんこんにちは。本日離任挨拶

の長澤会長、簡幹事お疲れ様でし

た。本日宜しくお願い致します。 

渡辺 直昭 誕生日を祝って頂き有難うござい

ます。長澤会長、簡幹事一年間お

疲れ様でした。各記念日の皆様お

めでとうございます。 

上原 良廣 長澤会長、簡幹事短い一年間ご苦

労様です。一歩舎の理事長、山本

さんようこそ。いつもお世話にな

っております。 

田邉 勝久 長澤会長、簡幹事一年間ご苦労様

でした。消化不良なのでは？ 

田川邦三郎 長澤会長、簡幹事離任挨拶心して

拝聴致します。一年間ご苦労様で

す。山本さん元気なお顔を拝して

大分ご無沙汰しております。 

今井新一郎 長澤会長、簡幹事一年間お疲れ様

でした。一歩舎山本様、西澤様よ

うこそいらっしゃいませ。 

晝間  勝 長澤会長さん一年間ご苦労様でし

た。当を得た発言さわやかな態度

すばらしかったです。簡幹事、会

長楽しみにしています。ピアニス

ト、事務局ご苦労様でした。 

松田  啓 お誕生日のお祝い有難うございま

す！ 

上澤摩壽雄 今年度最後の例会となりました。

長澤会長、簡幹事、理事の皆様コ

ロナ騒ぎで変速の例会運営ご苦労

様でした。 

仲亀 晃央 長澤会長、簡幹事。一年間お疲れ

様でした。本日の離任挨拶一年間

のご苦労話を聞ければと思います。

熱中症には気を付けて皆さん過ご

して下さい。 

鈴木元一郎 亀ヶ谷様ようこそおいでください

ました！長澤会長、簡幹事一年間

コロナの中本当にご苦労様でした。 

宮田 豊和 長澤会長、簡幹事一年間お疲れ様

でした。今日はとても晴れやかな

例会だと思います。明日から少し

だけゆっくりしてください。 

堀野 弘樹 長澤会長、簡幹事をはじめ理事役

員皆様一年間お疲れ様でした。コ

ロナで休会もありましたが来年こ

そは予定通り開催できるといいで

すね。 

天野 直樹 亀ヶ谷様、一歩舎の西澤様、山本

様この暑い中ようこそいらっしゃ

いました。それにしても凄まじい

暑さです。戸塚カントリーのレデ

ィースにギャラリーとして観戦し

に行った事務所のパートナーがあ

まりの暑さに一時間ほどで逃げ出

すほどの暑さです。皆様くれぐれ

もお気を付けください。 

以下同内容の為、御名前のみ（敬称略） 

牧井秀賢 祝康一 赤塚一志 佐久間務 

合谷保爾 
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 卓   話  

 

「離任挨拶」 

 

長澤 尚明会長 

 

まず初めに、理事役員の皆様、会員の皆様、

事務局雨宮さん、ピアニスト横山さん。一年間

本当にありがとうございました。本当に心より

感謝を申し上げます。 

今年度は、二度の長い休会期間を経験しまし

た。 

前半は 7月 15日のガバナー公式訪問以降、緊急

事態宣言やまん延防止等重点措置対応を経て、

例会再開まで 3 か月間 7 例会が休会することに

なりました。 

10 月に入りやっと本格的に今年度のＲＣ活動が

スタートしました。 

例会は順調に開催され、11 月には蜂須賀会員、

高橋会員の歓迎会を開催することができました。 

蜂須賀会員の入会は一昨年 11 月だったため、1

年間眠らせてしまった会ですが、この歓迎会は

2020年12月の山本昌投手を招いた年末特別例会

以降、長い間出来ていなかった皆様との集まり

でもありました。 

久しぶりに皆様と歓談できた喜びを身に染みて

感じたことをよく覚えています。 

そして、やっとＲＣ活動が進み始めようとした

矢先の 11 月 17 日、藤林会員の逝去という突然

の悲しいお別れがありました。 

先日無事に藤林会員の追悼例会を終えることが

できましたが、多くの方にお集まりいただき、

誰からも愛された藤林会員の人柄が偲ばれます。 

12 月末には天野親睦委員長のご尽力により、会

員限定となりましたが年末特別例会を開催する

ことができました。 

天野親睦委員長とそのご子息の航一さんによる

マジックショーと卓話をしていただき、年末特

別例会を多いに盛り上げていただきました。 

天野親睦委員長、本当にありがとうございまし

た。 

年が明けて後半は感染者数の拡大を受け、毎

年恒例の 2ＲＣ賀詞交歓例会を各々のクラブで

の年頭例会に変更するなど厳しい決断をしなけ

ればなりませんでした。 

年初め特別例会では柳家権之助師匠に来ていた

だき、感染拡大など暗いニュースが多い中、ひ

と時の笑いを提供して頂きました。 

その後、まん延防止等重点措置対応の為、1 月

27 日の例会より約 2 か月、7 例会が再び休会と

なりました。 

3 月 31 日に例会が再開されましたが、長い間大

変お世話になりました新横浜国際ホテル南館の

閉館に伴い、例会場がこちらの新横浜グレイス

ホテルに変更となりました。 

今年度の例会は新横浜グレイスホテル及び新横

浜国際ホテルのご協力もあり、万全の感染防止

対策を取り、また会員の皆様が日頃より感染防

止に留意するなどのご協力により、皆様の安全

を守りながら最低限の例会開催はできたのでは

ないかと思っております。 

11 月に予定していた「つるみ夢広場 in 総持寺」

をはじめ、台湾新竹訪問、三ツ池フェスティバ

ルなどは軒並み中止になってしまいました。 

一方、コロナ感染が落ち着いた際には外部卓話

の実施、ジョイセフランドセルプロジェクト、

フィリピン浄水器プロジェクト、養護学校空気

清浄機寄贈、竹の子堀、米山梅吉記念館訪問な

ど可能な範囲で実現できたものもありました。 

ご尽力頂きました委員長の皆様、会員の皆様あ

りがとうございました。 
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今年度は 7 月、8 月、9 月そして 2 月、3 月と約

5か月もの間、休会とせざるを得ませんでした。 

結果、41回の開催予定が 27回となってしまいま

した。昨年に比べると若干微増しましたが例年

に比べここまで例会数が少ないとやはり寂しい

ものです。 

米山梅吉翁は「ロータリーの例会は人生の道

場」という言葉を残しております。 

例会の目的は、会員同士の信頼関係を構築して

友情を深め、分かち合いの精神を学び、自己改

善を図ることです。 

日々の積み重ねが結果として奉仕の心を育むと

いうことです。 

その重要な例会がこれ程開催できなかったこと

はやはり寂しいものでした。 

休会中も簡幹事をはじめ理事・役員の皆様を中

心に例会開催に向け、電話で話をさせていただ

く機会はありましたが、やはりもっと皆様とロ

ータリー活動を通して親睦を構築したかったと

いうのが率直な感想です。 

続きましては、当クラブの重要目標である会

員増強についてお話します。 

今年度は会員数 35名という目標を設定致しまし

た。30 名でスタートし高橋会員が入会され、そ

の後、藤林会員との残念なお別れもあり現在 30

名です。さらに残念ではありますが本日付で横

山会員から退会届が提出されております。コロ

ナの影響で約 5 か月活動が休止状態であったと

はいえ、35 名の目標の達成に遠く及ばなかった

のは努力不足でした。 

今年度はこのような結果に終わりましたが、次

年度第一例会には聖ヨゼフ学園多田校長先生の

入会式を執り行う予定となっております。 

今年度は活動が制限されておりましたので離

任挨拶も短くなってしまいます。 

皆様のおかげ、そして今年度理事・役員の絶大

なるサポートもあり、本日何とか港に戻って参

りましたことを改めて心より感謝申し上げます。 

振り返ると 2019年秋に 2021-22年度会長のご指

名を受け、準備を進めて参りました。 

幹事として宮田直前会長の勇姿を目の当たりに

させて頂き、経験を糧に若輩ながら「今できる

事」は全うできたと思っております。 

次年度もこの 1 年間の経験を踏まえ、横浜鶴見

北ＲＣの為に尽力して参ります。 

最後に、「今できる事」を実現させていく中で

簡幹事の活躍を忘れることはできません。いろ

いろと調整が必要なところで尽力して頂き、心

より感謝を致します。 

また、次年度は創立 50周年を迎えます。満を持

しての石渡会長ということで私と違い何の不安

もありません。きっと素晴らしい 50周年を迎え

られることと確信しております。 

それでは皆様、一年間ありがとうございまし

た。以上を持ちまして離任挨拶とさせていただ

きます。 
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簡  伸治幹事 

会員の皆様、理事役員の皆様、事務局雨宮さ

ん、ピアニスト横山さん 

1年間本当にありがとうございました 

 

長澤会長から幹事にとお声がけいただいたと

き、嬉しさと同時に不安な気持ちでした。幹事

の大役を果たす事ができるのか自信は全くあり

ませんでした。何事もチャレンジだと言うお言

葉と Yes 以外の選択肢がない状況で幹事という

大役を受けさせていただきました。 

受けた以上、長澤会長を支え、会長のやりたい

ことを一つでも多く実現さようと心に決めまし

たが、最終例会を迎え、思ったことの半分もで

きていないなぁと感じています。会長と雨宮さ

んに頼りっきりの 1年だったと反省しきりです。 

 

本年度を振り返ると、本来のロータリー活動

がほとんどできなかった一年でした。例会開催

も 26回。様々な活動も中止やオンラインでの開

催と担当の皆様も不完全燃焼だったと思います。

そんな中でも、色々工夫をして活動を継続して

くださった皆様に感謝いたします。 

一方突発的なことが起きた 1 年でした。その中

でも、例会会場である新横浜国際ホテルの閉鎖

に伴う新例会会場選定と移転は大きな出来事で

した。幸いな事に、新年度を迎えるにあたり、

会場移転の検討をさせていただいておりました。

それは、新横浜国際ホテルの駐車場閉鎖による

会員の負担増などが主な理由です。新会場選定

では、鶴見教会に戻ることも検討させて頂きま

した。平松神父はどうぞお使いくださいと好意

的でしたが、コロナ禍で一歩舎さんの準備と片

付けができないため断念しました。その際は清

水先生・加藤さんに大変お世話になりました。

ありがとうございます。そんな皆様のご協力の

おかげでスムーズに会場移転が決まり、移転作

業も滞りなく進めることができ、通常通り例会

を続ける事ができました。感謝しております。 

 

何より衝撃を受けたのが、藤林会員の突然の

御逝去でした。かんくん・しんちゃんと親しく

声をかけて頂き、幹事として活動する中これか

らロータリーについて教えて欲しいことを相談

したい、そんな矢先の突然の訃報に言葉を失い

ました。最後に送る会を開催する事ができ、き

っちりと藤林会員を天国に送り出す事ができま

した。天野さん渡邊さん本当にありがとうござ

いました。 

 

今日で幹事の任期は終わりますが、会長エレ

クトとしてこれからクラブにどのように恩返し

ができるか、しっかり活動計画・人事を組み立

てていきます。 

どうか変わらぬご指導ご鞭撻のほどをお願いし

て、離任挨拶とさせていただきます。 

 

 槌の引継ぎ  

 

 

長澤現年度会長から石渡次年度会長へ 

 

 



 
8 

 

 例 会 予 定  

 

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 

        「就任挨拶」 

７月２８日（木）新横浜グレイスホテル 

        「就任挨拶」 

８月 ４日（木）新横浜グレイスホテル 

        「就任挨拶」 

８月１１日（木）新横浜グレイスホテル 

        休会 

 


