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週報第４号令和４年８月４日発行 

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／石渡宏衛 副会長／赤塚一志 幹事／生方常明 

横浜鶴見北ロータリークラブ YOKOHＡMA TSURUMI NORTH 

２０２２年－２０２３年度 R．I．会長テーマ 

2022 年～2023 年度 会長ターゲット 

何事でも人々からして欲しいと望むことは、人々にもそのとおりにせよ 

今週の一枚 

mailto:ytnclub@gmail.com
https://www.rotary-tsuruminorth.jp/
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第 2325 回例会 

令和 4 年 7 月 28 日 
 

斉 唱 「四つのテスト」 

 

 会 長 報 告  

 

会長報告をいたします。 

まず、8月 9日に予定しておりました多田先生の

歓迎会ですが、新型コロナウイルス感染症の蔓

延状況を鑑み、延期とさせていただきます。会

場手配などお骨折りいただいた仲亀親睦活動委

員長、そしてご都合をつけ、ご参加を予定して

いただいた皆様申し訳ありません。実際、薬局

や休日診療所、夜間診療所にいますとこの感染

拡大は今までに経験したことのない程でござい

ます。どうぞご理解の程よろしくお願いします。 

もう皆様、新型コロナウイルスワクチン 4 回

目の接種を受けられましたでしょうか？ 

4 回目の接種は感染拡大を防止するためでなく、

感染した時の重症化予防を目的としたものです

ので、接種をお勧めします。横浜市では集団接

種会場を 8 月末から減らし、鶴見会場は閉鎖と

なります。その後はセンター南、横浜駅西口、

並木中央の 3 会場だけになってしまいます。接

種券が届きましたら、お早めに予約をお勧めし

ます。 

 その他、今週は特にロータリーの行事があり

ませんでした。先週の理事役員会でもご報告し

ましたが、来年の 4月 9日に予定している 50周

年記念行事についてお話しをさせていだきます。 

まず、記念事業としてチャリティーコンサート

を企画しております。会場は鶴見駅東口のサル

ビアホールです。本来は半年前の抽選で会場が

予約できるのですが、今回は鶴見区、鶴見区社

会福祉協議会に後援をしていただきましたので

優先予約をすることができ、会場を確保するこ

とができました。また、鶴見区文化協会にも後

援をお願いする予定です。 

 チャリティーコンサートにはＲ財団奨学生だ

った佐々塚碧さんをお呼びしてのバイオリンコ

ンサートを行います。先日、佐々塚さんがハン

ガリーから一時帰国されていましたのでお会い

して打ち合わせをしました。また、サルビアホ

ールからも事前に演奏する曲目、照明や音響の

打ち合わせが必要とのことでしたが、私には音

楽の知識がなく、祝会員にやっていただくこと

となりました。 

 また、懇親会の会場は横浜ベイコートを予約

しております。今後詳細ついて詰めて行かなく

てならない事がたくさんあると思いますが、渡

辺実行委員長とともに準備を進めて行きますの

で皆様のご協力をお願い致します。 

 話は変わりまして、週報ですが、今までと違

っていることがあるのをお気づきでしょうか？ 

表紙の写真が毎週変わります。私はタイ、チェ

ンマイの山岳民族の子ども達の支援をしてもう

15年になります。毎年 2、3回、山岳民族の子ど

も達の寮を訪問していますが、ここ 2 年は新型

コロナウイルス感染症の蔓延で行く事ができま

せん。今まで、子ども寮を訪問したときに写真

を撮り、日本に帰りましたら必ず 2 枚ずつプリ

ントして、次の時に持って行きます。1枚は写っ

ている子どもに、もう一枚は子ども達のご家族

用に差し上げます。と言うのも寮の子ども達は

年に 2 回、年末と、夏休み、実家に帰ったとき

にしか家族に会うことができません。家族も同

じです。時々、両親が取れた野菜などを持って

きてくれる子もいますが、殆どの子ども達の両

親は貧しく、子ども達に会いにくることができ

ません。同じ写真を 2 枚印刷して持って行きま

す。今までに撮りためた写真は 1 万枚以上あり

ます。その中から選んで週報の写真とさせてい

ただきます。 

 最初の 7月 14日の表紙の写真は山岳民族の子

ども達の寮の食堂兼、集会所の写真です。入り

口にブーゲンビリアの大木があり、とてもきれ

いなのですが、子ども達が学校に行っている昼

間にここにいると、ずっと子ども達を支援して

あげたいなという気持ちになります。先週の写

真は寮の子どもの写真です。両親と離れて暮ら
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していますので、子ども達はとても仲が良いで

す。そして今週の写真ですが姉妹の写真です。

彼女たちの父親は麻薬中毒になり自殺をしてし

まいました。左側のお姉さんは当時小学校 4 年

生、お父さんが自殺をしてしまい、お母さんは

寮費を支払うことができなくなってしまいまい

た。そこで、一緒に支援をしている学校の先生

と私で、中学校を卒業するまでの寮費を支援し

ました。その後、彼女は 15 歳で子どもを産み、

育てています。子どもが病気になったとか、携

帯電話が買えない、ご主人が仕事をしない、な

ど色々と苦労をしていますが、エーちゃんが支

援をしてくれて今度、エーちゃんがバンコクで

開業を準備しているホテルで働くことができる

ようになりました。 

 雨宮さんにはお手数をお掛けして大変申し訳

ないのですが、表紙の写真が毎週かわります、

楽しみにしていて下さい。 

 もう一つ、先週の週報に出席率がでておりま

した。ロータリーの例会の出席は権利であると

ともに義務でもあります。出席率の低い会員の

方にはお声を掛けさせていただき、例会に出席

になれないようなら一緒に他のクラブにメイク

アップをしたいと思っております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 幹 事 報 告  

 

⑴ 7月 21日理事役員会報告の件 

⑵ 鶴見養護学校 

・７月 29日９時 30分に昇降口に集合。 

※熱中症対策・服装に留意のこと。 

⑶ 横浜東ローターアクトクラブ 8月第１

回例会のお知らせ 

・8月 3日 19時 30分よりホテルノット横浜

にて。米山留学生ギア氏の入会式が行なわ

れるためご参加宜しくお願い致します。 

⑷ 事務局 8月 3〜5 日は夏季休業とする。 

※例会の準備など会員には御協力をお願い

します。 

⑸ 志村ガバナーより公式訪問の御礼状

《回覧》 

⑹ ローターアクトクラブより昨年次の活

動への御礼状《回覧》 

⑺ ガバナー事務局の夏季休業（8月 11〜

16日）《回覧》 

⑻ 前年度報告の原稿提出のご依頼《回覧》 

⑼ 多田会員歓迎会（8月９日・木曽路）の

延期《回覧》 

 

 出席報告  

 

会員総数  ３０名 

今回暫定  ２１／３０＝７０％ 

前々回確定  ２５／３０＝８３．３３％ 
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 ニコニコ BOX  

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 本日と来週、事務局の雨宮さんが

お休みです。親睦活動委員会の皆

様お手伝いをお願い致します。 

生方 常明 先週は準備不足で失礼いたしまし

た。 

上澤摩壽雄 天野さん就任挨拶ご苦労様です。

全員で増強頑張りましょう。 

渡辺 直昭 コロナが物凄いですね。30年保険

やっていて毎日 4，5件の請求があ

ります。 

高橋 敏昭 先週の例会は欠席で申し訳ありま

せん。お詫びにニコニコ寄付を致

します。 

天野 直樹 本日は一枠時間を頂き大変ありが

たく思います。しっかり準備しま

した。増強に繋がるよう頑張りま

す。 

田邉 勝久 天野さん「就任挨拶」宜しくお願

い致します。ここ数カ月、日曜日

の午後になると南の強風が吹き荒

れてます。先週も 10ｍ以上の強風

で釣りにならず、早上がりしまし

た。 

宮田 豊和 天野会員増強委員長卓話、会員増

強の話か、地区や法務か分かりま

せんが楽しみにしております。 

堀野 弘樹 天野会員増強委員長本日は卓話ご

苦労様です。30分間たっぷりとお

願い致します。 

鈴木元一郎 天野会員、本日の卓話可笑しくて

簡単な？お話を楽しみに拝聴いた

します。 

加藤  進 天野大先生、しっかり仕事しまし

ょう。作戦組んで。 

仲亀 晃央 天野会員増強委員長、本日は就任

挨拶宜しくお願い致します。コロ

ナ拡大しています。身近でも多く

なってきていますので、皆さんお

気をつけて下さい。 

簡  伸治 天野さん会員増強にかける想い拝

聴します。先々週コロナ発症しま

したが、無事復帰いたしました。

ご心配おかけしました。 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

赤塚一志 晝間勝 上村政二 合谷保爾 

祝康一 田川邦三郎 牧井秀賢 

 

 卓   話  

 

『就任挨拶』 

天野 直樹会員増強委員長 

増強委員長就任挨拶に代えて、独断と偏見に

よる増強論と題して話をさせて頂きます。 

そもそも、何のために増強するのか？クラブ

活性化のためですよね。では、なぜクラブ活性

化するのか？究極的には、会員各自の自らの幸

せ（満足）のためだと思います。ロータリー風

に言えば、アイサーブによる自らの幸せ（満足）

のため、奉仕活動はあくまでその手段という事

になると思います。要するに、社会、地域、世

界の役に立っている。社会等にとって必要で、

意義のあることをしている。と思えないと満足

できない。あるいは、そう思うことでより幸せ

になる人＝ロータリアンが、正に奉仕活動を通

じて満足すために増強するわけです。 

では、アイサーブであるはずのロータリアン

は、なぜわざわざ団体を作り集団的に奉仕活動

を行うのか？それは、集団的・持続的な奉仕活

動は、個々的に行うよりよほど効果的だからで

す。結局増強は奉仕活動により、社会等に対し

良いことをしていると実感することで幸福を感

じるロータリアンが、集団的・持続的な奉仕活

動を維持・強化するために必要。と言うことに

なります。勿論、増やせば増やすほどよいとい

うわけではありません。社会等に対し大なり小

なり良いことをしたい、と思っている人でなけ

ればお互いのニーズが合いません。 
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また、アイサーブ、であることから、社会等

に対し、何が必要か、自分が何をすべきかは、

個々の会員が自らの信条や価値観で決めること

になります。仲間として集団的な活動を行うが、

あくまで会員個々は、異なる信条や価値観を有

することが前提、信条や価値観の合一化は望ま

ないことになります。だからこそ、職業のみな

らず、年齢・性別等含め、多様性が求められま

す。また、集団的。持続的な奉仕活動に適した

人数であることも必要です。当クラブの現状で

考えれば、４０人から５０0人程度でしょうか？ 

当クラブの現状ですが、会員数は３０名で、平

均年齢は 64.4歳、年齢構成としては、 

90代 2名、80代 3名、70代 5名、60代 7名、

50代 9名、40代 2名、30代 1名です。40代、

30代の若い会員もおり、それなりにバランスは

取れていますので、年齢に拘らずに入会頂けれ

ばと思います。また、当クラブにない職業とし

ては、冠婚葬祭関係・医師・歯科医師・税理士・

司法書士・ＩＴ関係等が挙げられます。お誘い

する際、参考にして頂ければと思います。そし

て、当クラブの差し迫った課題は女性会員がい

ないことです。ガバナーノミニーも当地区で初

めて女性の長戸さんが就任しますし、私が委員

長を務めるうちに、複数の女性会員に入会頂き

たいと思います。藤林会員の奥様の直美様が、9

月になると思いますがアンバサダー会員として

ご入会を希望されておりますので、是非ともご

入会頂き、さらに 2人目、3人目の方に入会頂け

るよう努めます。活動計画書では 3名と書きま

したが、複数の女性会員を含めできれば 5名の

入会を目指したいと思います。 

そのための手法ですが、一つは卓話の充実にあ

ると思います。皆さんそれぞれ専門分野をお持

ちですし、ロータリー以外の一般の方にとって

魅力を感じられるような専門分野の卓話が必要

だと思います。奉仕活動に関する話も悪くはな

いですが、ともすればどこどこにどれだけ金が

必要、との話になりやすく、金集めの団体と誤

解される懸念もあります。やはり、聞いてため

になり勉強になる卓話が是非とも必要だと思い

ます。プログラム委員長には是非ともお願いさ

せて頂きたく思います。 

また、増強のためには、飲み会やゴルフ会な

どもしっかり活用したいと思います。例えば、

私のような、世のため人のためとは程遠い、本

来私利私欲の人間が、なぜ地区で青少年交換委

員長まで務めたのか、理由は飲み会です。地区

委員会で毎月土曜日 4時まで交換学生に対しオ

リエンテーションをしていましたが、終わった

後に委員の人たちと飲むビールが美味しく、仕

事を離れた仲間との飲み会が楽しかったからこ

そ、そのまま委員会に居続け、ついうっかり委

員長まで受けたのです。決して奉仕活動がした

かったからではなく、酒が美味しかった、それ

が理由でした。でも、そのような私利私欲から

入るような人でも、集団的持続的な活動には欠

かせません。そこから初めて、多少なりとも奉

仕活動の意義を学べばよい、と思います。 

ですので、加藤さんに今までご尽力頂いてい

るように、会員候補の方との飲み会を勉強会や

ゴルフの後に設定し、そこでロータリーに関心

を少しだけでも持っていただこうと思います。 

コロナ感染拡大の折、出鼻をくじかれた感はあ

りますが、秋頃、感染が収まってくれば、その

ような飲み会なども設定したいと思いますので、

皆様ご協力の程お願い致します。 

 

 例 会 予 定  

 

８月１１日（木）休会 

８月１８日（木）新横浜グレイスホテル 

        「就任挨拶」 

８月２５日（木）休会 

９月 １日（木）新横浜グレイスホテル 

        「外部卓話」 

９月 ８日（木）新横浜グレイスホテル 

        「就任挨拶」 


