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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４号令和３年８月５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/


 
2 

 

令和３年 8 月 5 日 
 

 会 長 報 告  

 

皆様こんにちは。この度、コロナ禍の中オリ

ンピックが 7月 23日に開催され、無観客ではあ

るものの、過去最高の金メダル獲得もあり盛り

上がりをみせている反面、コロナ感染者数も過

去最多を更新し続けております。神奈川県にお

きましても 8月 2日から 31日まで緊急事態宣言

が発令されました。 

ワクチン接種率も徐々にあがってきております

が引き続き予断を許さない状況ですので会員の

皆様におかれましても例会再開に向けて感染予

防をお願い申し上げます。 

また、7 月 19 日月曜日に聖ヨゼフ学園インター

アクトクラブの例会に簡幹事、加藤クラブ奉仕

委員長、上原青少年奉仕委員長、仲亀インター

アクト委員長と参加して参りました。インター

アクトクラブもコロナ禍で活動制限のある中、

鶴見北ロータリークラブと共に今できる事を模

索し、参画していくことを確認致しました。ま

た、多田新校長ともお会いし、例会にお誘いし

て参りました。 

 

 誕 生 祝  

 

合谷 保爾 会員（８月 ８日） 

宮田 豊和 会員（８月１４日） 

❀おめでとうございます❀ 

 

 創立記念日  

 

田邉 勝久 会員（７月２４日） 

蜂須賀達寿 会員（８月 ３日） 

❀おめでとうございます❀ 

 

 幹 事 報 告  

 

（1）国際ロータリー第 2590地区 ガバナー小倉

正様より。 

貴クラブ益々ご隆昌のこととお慶び申し上げま

す。さて、過日貴クラブに公式訪問をさせてい

ただきました折には、会長・幹事を始め、会員

の皆様に温かくお迎え頂き、まことに有難うご

ざいました。会長・幹事・会員増強委員長・ク

ラブ管理運営(クラブ奉仕)委員長との懇談会に

おきましては、本年度の活動方針を伺い、また

例会では会員各位にお目にかかり、短時間では

ありますが貴クラブのご様子を拝見し、その雰

囲気にふれることができました。シェカール・

メータ RI会長は『奉仕しようみんなの人生を豊

かにするために (Serve to Change Lives) 』と

いうテーマを掲げられました。公式訪問でもお

話しましたように、それを受けてガバナーテー

マを“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)～とし、本

年度取り組んで参ります。ロータリーの原点で

ある親睦と職業奉仕を大切にし、ロータリーを

通して会員一人一人 が成長することで会員基

盤をより強固なものとしていきたいものです。

それが充実したロータリー活動に繋がり、ひい

ては会員増強、既存会員への退会防止の好サイ

クルを生むと思うからです。どうぞ本年度も会

長・幹事はじめ会員各位にご活躍頂き、クラブ

一丸となって、ロータリーを盛り上げていただ

きますようお願い致します。 

末筆ながら、貴クラブの益々のご発展と会員皆

様のご健勝をお祈り申し上げます。 

（2）「第 19 回ロータリー全国囲碁大会」のご

案内です。 

2年間延期しておりました RI 公認の親睦団体

であるロータリー囲碁同好会主催の「第 19回ロ
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ータリー全国囲碁大会」が 10月 2日(土) に、

東京・市ヶ谷の日本棋院本院で開催いたします。 

私ども GPFRは 2000年 3月より毎春に日本、韓

国、台湾の順で囲碁対抗戦を繰り広げており、

碁盤を通じて国際奉仕、親睦活動を進めていま

す。2015年ハワイに米国支部が誕生し、「ロー

タリー囲碁チャンピオン」競っております。2019

年 4月に第 20回大会を韓国・大邱市で行いまし

た。碁盤を通じて国際交流と親睦を図る会です

ので、クラブ内の囲碁好きの会員皆様に大会参

加を呼びかけて頂きますよう、ご案内をお願い

申し上げます。大会は上級者(五段以上)、中級

者(二段～四段)、初級者(初段以下)の 3クラス

制の早碁戦です。大会参加はメークアップ(国際

奉仕活動)になります。2名以上の参加でクラブ

対抗戦を行っております。初心者、ご家族のご

参加も歓迎いたします。 

日時：2021年 10月 2日(土) 09:30  

登録受付：10:00 開会式 16:00 

会場：東京・市ヶ谷の日本棋院本院 1階対局室 

主催：ロータリー囲碁同好会共催 

参加料：7000円(昼食代、賞品代等含む) 

大会参加のお申し込みは、氏名、地区、クラブ

名、年齢(女性は不要)、級段位を明記して、所

属ロータリークラブを通じて、上記の GPFR 日

本支部宛に FAX(03-3452-1652)でご連絡くださ

い。参加要領等を返信いたします。申し込み締

め切り日は 9月 24日(金)です。お問い合わせが

ありましたら、上記 FAX にてお願いいたします。

なお、コロナ等の事情により、再度延期もあり

ますことをお含みおきください。 

（3）「鶴見区ランニングフェスタ 2021」の開

催中止について。 

令和 3年度に開催を予定しておりました「鶴見

区ランニングフェスタ 2021」は、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止及び本イベントに関わる

皆様の安全を最優先するため、実行委員会にお

いて開催中止を決定いたしました。皆様には、

日頃から御尽力を賜っておりますことに厚く御

礼申し上げます。次回の開催に向け、実行委員

会において開催内容の検討を進めてまいります 

ので、引き続き御理解と御協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

 四方山話  

 

「心遣い」と「気遣い」の違い 

長澤 尚明会長 

ある会社の受付をされていた女性のエピソード

です。その会社では、受付の女性が会議室までお

客様をエスコートし、会議室で希望を聞いてから

飲み物を提供していました。ある日のことです。

エスコートをしてくれた後、再び登場した受付女

性は、私の前にふたつのカップを置きました。「ん

っ??」怪訝に感じた私に、彼女はほほえみながら、

このようにおっしゃいました。 

「お声の調子が悪そうでしたので。喉の炎症に効

く、ハーブティーもお持ちしました」 

びっくりですよ。確かに私は、その会社に週 1 く

らいのペースで頻繁に訪れてはいましたが、こん

な心遣いを受けたのは後にも先にもありません。 

今回は、混同しがちな「心遣い」と「気遣い」

の違いを話したいと思います。「心遣い」と「気遣

い」の違いに関しては、諸説あります。 

「気遣い」とは、ものごとが支障なく進むように

気を使うこと。 

「心遣い」とは、その人のためを思って気を使う

こと。 

また、「心遣い」はモノが媒介する配慮を表す言葉

ですが「気遣い」はモノを媒介しない配慮である

という考え方もあります。例えば、結婚式におけ

る祝儀は「お心遣い」と表現されることもありま

すが「お気遣い」とは言いません。また、配慮の

強度を指して「お心遣い」と「お気遣い」を使い

分けるという説もあります。たとえば、雨の日に

デパートで買い物を終えて帰る際に、店員さんが

『足下に気を付けてお帰りくださいませ』と声を
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かけてくれるのは『お気遣い』ですが、子どもと

荷物を抱えていて傘がさせないことに気付いた店

員さんが『お車までお送りします』と言って車ま

で傘をさしてくれたら、それは『お心遣い』と言

えるでしょう。世の中には『お心遣い』と『お気

遣い』を適切に使い分けるのは「社会人として当

然求められるマナーだ！」といった主張をされる

論調もあるようですが、辞書を見る限りその意味

は極めて似通っています。 

心遣い：１ あれこれと気を配ること。心配り。 

配慮。「温かい心遣い」２ 祝儀。心付け。 

気遣い：１ あれこれと気をつかうこと。心づかい 

「どうぞお気遣いなく」 

２ よくないことが起こるおそれ。懸念。

「情報が漏れる気遣いはない」 

辞書にも、明確な区別は書かれていなくらい「心

遣い」と「気遣い」は似通った意味を持つ言葉な

のですから「心遣い」と「気遣い」には、重箱の

隅をつつくようなセンシティブ過ぎる使い分けは

不要だと私は思います。 

受付女性とハーブティーに関するエピソードを考

えれば「心遣い」が適切だと思います。でも仮に、

受付女性に対し「お気遣いありがとうございます」

と言ったとしても、「そこは『お心遣い』だろ！」

と責めるのは、少しやりすぎかもしれませんね。 

さて、余談です。 

素晴らしい心遣いを示してくださった受付女性で

すが、ほどなくして件の会社を辞めてしまいまし

た。その女性は派遣社員でした。しかしあるきっ

かけで、前職において実はバリバリのマーケッタ

ーであったことが知られてしまったのです。その

ことを知った件の会社では「彼女を受付ではなく

マーケティング部門で使いたい」と目論む人たち

が出てきました。彼女は、それに嫌気がさして辞

めてしまったそうです。かつての彼女は、某有名

企業でマーケッターとして働いていたそうです。

そんな人がわざわざ給料が低く、立場も不安定な

派遣社員として働いていたのには何かしら理由が

あったはずです。それくらいのこと想像がつかな

かったのでしょうか。女性は、とても細やかな心

遣いができた方ではありましたが、その職場はど

うやらそうではなかったようです。 

大切なのは、言葉遣いのあら捜しをすることで

はなく、感謝の気持ちを伝える、そして感謝の気

持ちを伝えようとする人の心持ちを美しいと感じ

ることができることではないでしょうか。感謝の

気持ちを大切にする日本人であり、日本語だから

こそ「心遣い」「気遣い」といった、感謝につなが

る微妙な違いや心持ちを表現する言葉が生まれた

のです。こういった美しい言葉は、大切にすべき

だと思います。 

 

 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）休会 

 

 近隣ＲＣ例会予定  

 

横浜東ＲＣ   8月 6日～8月 27日→休会 

神奈川ＲＣ   7月 26日～8月 23日→休会 

横浜都筑ＲＣ  8月 4日～8月 25日→休会 

神奈川東ＲＣ  8月 6日～8月 27日→休会 

横浜港北ＲＣ  8月 5日～8月 26日→休会 

横浜北ＲＣ   8月 10日～8月 31日→休会 

横浜日吉ＲＣ  緊急事態宣言解除まで休会 

 

 


