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週報第６号令和４年９月１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 2327 回例会 

令和 4 年 9 月 1 日 
 

斉 唱 「手に手つないで」 

 

 会 長 報 告  

 

会長報告をいたします。 

先週末に相次いで訃報が入ってきました。 

ひとつは長澤さんのお母様が 8月 13日に、もう

一つは仲亀さんの奥様が 8月 14日にご逝去され

たというものです。詳細は事務局よりファック

スにてご案内をしております。お二人のご冥福

をお祈り申し上げます。 

 先週は山の日で例会がお休みでしたので、2週

間ぶりの例会となります。先週、8 月 10 日の水

曜日に、横浜あざみロータリークラブの例会に

メイクアップしてまいりました。横浜あざみロ

ータリークラブも今年度から例会場をここ、新

横浜グレイスホテルに変更しています。今年度

は地区の米山記念奨学委員会でお世話になって

いる小野邊さんが会長をされています。現在会

員は 12名、うち女性が 9名、男性が 3名のクラ

ブですが、小野邊さんをはじめ、地区の米山記

念奨学委員長をされた一樂さん、ガバナー補佐

をされた森さん、そして地区のインターアクト

委員会で活躍されている男性会員の堤さんなど、

とても活発に活動しているクラブです。 

1977 年、アメリカのカリフォルニア州デュアル

テ・ロータリークラブが女性会員を入会させた

ことにより、RI からクラブが終結させられてし

まいました。その後、アメリカ連邦最高裁の判

決により RIが負け、1987年にカリフォルニア州

のマリン・サンライズ・ロータリークラブ（旧

ラークスパー・ランディング・ロータリークラ

ブ）初めての女性会員が誕生しました。 

横浜あざみロータリークラブはその 2 年後から

設立の準備を進め、1991 年に横浜田園ロータリ

ークラブを親クラブとして RIに認証されました。 

当地区では一番最初の女性会員です。 

また、横浜あざみロータリークラブは毎年、東

日本大震災のチャリティーコンサートを開催し

ており、今年も 5月 25日に開催され、地区内外

から多くのロータリアン、一般の市民の方々が

参加されていました。このチャリティーコンサ

ートには私も毎年参加させていただいており、

来年の当クラブの 50周年チャリティーコンサー

トのヒントとさせていただいております。当日

の例会卓話は元ガバナー補佐でありました森会

員より、規定審議会のお話しがありました。規

定審議会については先日私も会長報告でお話し

しましたが、森さんのお話はもっと詳しく、大

変勉強になりました。機会がありましたら、当

クラブでも卓話をしていただきたいと思います。 

また、横浜あざみロータリークラブは 9 月から

海外応募の米山奨学生の世話クラブをされるそ

うですが、その米山奨学生が台湾の新竹の方だ

そうです。今後、色々と交流を持っていきたい

と思います。 

 また、8 月 17 日には横浜東ローターアクトク

ラブの例会があり出席しました。新型コロナウ

イルス感染症が蔓延していることより、WEBのみ

での開催でした。例会ではフィー会長による卓

話「スポーツの話」でした。フィー会長は子ど

もの頃からサッカーをされているそうです。サ

ッカーは特に道具も必要なく、広場さえあれば

どこでもできるので、貧富の差が無くできるス

ポーツで、まだまだ経済的には貧しいベトナム

では盛んなスポーツだそうです。フィー会長は

来日してすぐに日本語学校に通いながらコンビ

ニでアルバイトをしていたそうですが、なかな

か日本語での会話がうまくいかなかったそうで

すが、サッカーをしているときは日本語ができ

なくても意思疎通ができてそれが救いになった

そうです。 

以前は横浜東ローターアクトがソフトボールを

しており、そこに我々も参加したり、当クラブ

も他クラブと一緒にソフトボールをしていまし

た。それから大分年を取ってしまいましたが、

また機会がありましたら、スポーツ交流をした

いと思います。 
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 後ほど幹事報告であると思いますが、タウン

ニュースに地域の奉仕団体として載せていただ

きました。自分ではもっと痩せていると思って

いたのですが、写真をみると顔がパンパンでし

た。家族に言うといつもこんなもんだと言われ、

ちょっとショックでした・・・ 

 最後に例会開催について、新柄コロナウイル

ス感染症の状況を鑑み、今後どうするか本日の

理事役員会で皆様のご意見をおうかがいして決

めたいと思います。決まり次第、ご案内いたし

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  誕 生 祝   

 

宮田 豊和 会員（８月１４日） 

晝間  勝 会員（８月２６日） 

 

 

 第１３回米山功労者  

 

 

高橋 敏昭会員 

 幹 事 報 告  

 

⑴ 訃報のお知らせ。 

⑵ ハイライト米山 269号の発行。 

⑶ ロータリーリーダーシップ研究会の開催案

内。9月 4日㈰8時 30分〜17時にオンライ

ンにて。参加申込の締切は 8月 26日㈮。 

⑷ タウンニュース鶴見区版に「鶴見養護学校

のペンキ塗り」と「石渡会長の就任」が記

事化。 

⑸ 来週の 8月 25日の例会は休会。 

⑹ 本日の例会後に理事役員会を開催。 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数  ３０名 

今回暫定  １９／３０＝６７．８５％ 

前々回確定  ２７／３０＝９０％ 

 

 ニコニコＢＯＸ  

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 長澤さん、仲亀さんお悔やみ申し

上げます。 

生方 常明 先週１１日は山形市まで弾丸ツア

ーをしてきました。生ハムと珍し

い品種のワインでした。 

高橋 敏昭 初めてのニコニコ発表です。 

牧井 秀賢 赤塚クラブ奉仕委員長、宮田職業

奉仕委員長「就任挨拶」ご苦労様

です。頑張ってください。 

堀野 弘樹 赤塚さん、宮田さん本日は卓話あ

りがとうございます。真剣に拝聴

いたします。 

田邉 勝久 長澤さん、仲亀さん突然の御不幸

を伺って驚きました。心からお悔

やみ申し上げます。 

上原 良廣 暑中お見舞い申し上げます。 



 
4 

 

赤塚 一志 宮田会員、晝間会員お誕生日おめ

でとうございます。本日クラブ奉

仕委員長就任挨拶をさせていただ

きます。 

加藤  進 就任挨拶ご苦労様です。宮田さん

真面目に宜しくお願い致します。 

晝間  勝 お祝い頂き有難うございます。赤

塚さん宮田さん就任挨拶ご苦労様

です。 

鈴木元一郎 赤塚さん宮田さん本日卓話ご苦労

様です。楽しみに拝聴させていた

だきます。 

上村 政二 仲亀様奥様ご逝去お悔やみ申し上

げご冥福をお祈りいたします。赤

塚さん宮田さん就任挨拶ご苦労様

です。晝間さん宮田さん誕生日お

めでとうございます。益々元気で

活躍を。 

宮田 豊和 本日就任挨拶させていただきます。

誕生日を祝っていただきありがと

うございます。 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

佐久間務 仲亀晃央 松田啓 上澤摩壽雄 

今井新一郎  

 

 卓   話  

 

『就任挨拶』 

 

赤塚一志クラブ奉仕委員長 

 

 

宮田 豊和職業奉仕委員長 

 

 第６回理事役員会議事録  

 

（1）2022年 7月会計報告→承認 

（2）今後の例会日程と運営→承認 

※新型コロナウィルス感染症の拡大対応は行政

の規制に準拠する。個人の判断による感染予防

を理由とした欠席は出席扱いとする。 

（3）9月 1日インタラチット氏の歓迎会→承認 

【報告事項】 

（1）会員卓話者への謝礼について 

（2）50周年事業実行委員会を、渡辺会員・天野

会員・佐久間会員・祝い会員・石渡会長・生方

幹事、によって組織する。 

（3）舟木国際奉仕委員長より 9月を目処にフィ

リピンへの浄水器寄贈の予算案を提出する。 

（4）加藤会員増強委員長より会員候補者にイン

ビテーションカードを送付する。 

（5）慶弔規定の内容を再確認し周知。 

 

 例 会 予 定  

 

９月 ８日（木）新横浜グレイスホテル 

        「就任挨拶」 

９月１５日（木）新横浜グレイスホテル 

        「鶴見区長 卓話」 

９月２２日（木）鶴見カトリック教会 

        「就任挨拶」 


