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週報第８号令和４年９月１５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 2329 回例会 

令和 4 年 9 月 8 日 
 

斉 唱 「奉仕の理想」 

 

 会 長 報 告  

 

会長報告をいたします。 

先週の例会後の夜、インタチット ヌンヌットさ

んとの懇親会を開催しました。多くの会員の皆

様にご参加いただき、とても楽しい時間を過ご

すことができました。ありがとうございます。

また、鈴木さんと今井さんにはたくさんのご寄

付をいただき、重ねて御礼申し上げます。エー

ちゃんは昨日、タイに無事帰国されました。 

6日の火曜日には地区の米山委員長会議があ

りました。私は地区の委員として出席し、当ク

ラブからは松田委員長がご出席いただきました。 

お疲れ様です。後ほど委員会報告があると思い

ます。よろしくお願いします。 

そして昨日は横浜東ローターアクトクラブの

例会に出席しました。しかしながら、新型コロ

ナウイルス感染症蔓延を鑑み、zoomによる例会

でした。卓話はリム幹事と岩瀬会計のイニシエ

ーションスピーチでした。リム幹事は元米山奨

学生で岩瀬会計はリム幹事と居合道を一緒にさ

れていて、横浜東ローターアクトにお誘いいた

だいたそうです。 

そして次の横浜東ローターアクトクラブの例

会は 9月 21日水曜日 19:30～zoomで行われます

が、この例会で当クラブの米山奨学生、ギア君

がイニシエーションスピーチをされるそうです。 

多くの皆様にご出席していただき、ギア君を応

援しましょう。ご存じだと思いますが、ロータ

ーアクトの例会への出席はメイクアップ扱いに

なります。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

  誕 生 祝   

 

上村 政二 会員（９月１２日） 

清水 勝幸 会員（９月２６日） 

 

 

 入会記念日  

 

祝  康一 会員（平成２４年９月６日） 

 

 幹 事 報 告  

 

⑴ ポリオ根絶チャリティゴルフ大会 

10 月 12 日（水）相模原ゴルフクラブ（参

加申込締切は９月 20日） 

⑵ 2023-2024交換学生募集開始。（応募締切は

10月 14日） 

プログラム仕様が大幅に変更されているの

で応募の際は確認のこと。 

⑶ ペペ駐車場チケットは９月末まで。以降は

グレイスホテルまたは新幹線ガード下を使

用のこと。 

⑷ 例会終了後、第７回理事役員会を開催。 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数  ３０名 

今回暫定  ２０／３０＝６６．６６％ 

前々回確定  ２１／３０＝７５％ 
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 ニコニコＢＯＸ  

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 先週のエーちゃんの懇親会に多く

の皆様にご参加いただきありがと

うございます。 

生方 常明 YouTubeで飯島吉六の番組が流れ

ていました。うちの墓地にも取材

がありました。 

上村 政二 誕生日を祝っていただき有難うご

ざいます。牧井さん、堀野さん就

任挨拶ご苦労様です。 

清水 勝幸 不安定なお天気です。皆様お元気

でしょうか。先日一時停止で切符

を切られました。４２年目初切符

です。自分では止まったつもりで

した。皆様安全運転で。 

上澤摩壽雄 牧井委員長、堀野委員長就任挨拶

ご苦労様です。 

赤塚 一志 上村大先輩、清水会員お誕生日お

めでとうございます。祝会員入会

記念日おめでとうございます。牧

井さん、堀野さん就任挨拶拝聴い

たします。 

宮田 豊和 堀野委員長、牧井委員長卓話お疲

れ様です。委員会以外のお話しも

期待して拝聴します。 

加藤  進 就任挨拶ご苦労様です。奉仕活動

始めましょう。 

牧井 秀賢 本日、国際奉仕委員長の就任挨拶

いたします。会員の皆様宜しくお

願い致します。 

今井新一郎 就任挨拶お疲れ様です。記念日の

皆様おめでとうございます。 

堀野 弘樹 上村さん、清水さんお誕生日おめ

でとうございます。本日はつまら

ない卓話にお付き合い願います。 

簡  伸治 牧井さん、堀野さん就任挨拶楽し

みに拝聴いたします。ありがとう

ございます。 

仲亀 晃央 牧井国際奉仕委員長、堀野社会奉

仕委員長。本日は就任挨拶宜しく

お願い致します。 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

上原良廣 祝康一 合谷保爾 田邉勝久  

晝間勝 

 

 卓   話  

 

『就任挨拶』 

 

牧井秀賢国際奉仕委員長 

本年度、国際奉仕委員長を仰せつかりました。

牧井でございます。それと、祝副委員長、仲亀

会員、佐久間会員、鈴木会員、横山会員、簡会

員。それと舟木姉妹クラブ委員長で一年間運営

して行きたいと思いますので宜しくお願い致し

ます。 

横浜鶴見北ロータリークラブの 50周年と云う

節目の年であります。50周年記念例会、並びに

記念事業の実行等、大きな行事が控えており、 

その中で台湾新竹ロータリークラブとの友情の

確認を行い、より一層の信頼を築き上げたいと

考えております。 

国際奉仕委員会としては例会で行っている、

フィリピンベネゼエラロータリークラブとの共

同奉仕事業の小学校に浄水器を贈る事業を本年

度は規模が例年より小さくなりますが、ここで

中止にする事は出来ませんのでベネゼエラロー

タリークラブとの話し合いの中で次年度は通常
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行っている事業に戻せるようにと話し合いをい

たしましたので本年度も行う事になりました。 

それとクラブの米山奨学生のインタラチット

ヌンヌットさんがタイで行っている、タイ山民

族の支援事業に当クラブより、わずかですが資

金協力を致します。 

そして、本年度は 50周年記念例会で姉妹クラ

ブの新竹ロータリークラブをコロナの影響が無

ければ記念例会には出席して頂き、友情を深め

たいと思っております。 

その他、会長は過去行って来た奉仕の検証を

行ってほしいと、ご依頼があり出来る限り、出

来る事をやって行きたいと思っております。 

コロナの中、どこまで出来るか会員の皆様の

ご協力を節に願っております。 

 

 

堀野弘樹社会奉仕委員長 

本年度社会奉仕委員会は副委員長天野さ

ん、委員に上澤さん、加藤さん、松田さん、

清水さん、上原さん、そして堀野で活動い

たします。 

委員会は従来よりの事業を原則として計画い

たしますが、いまだ感染者数としては高止まり

の中、安全第一を踏まえ周囲の状況、地域のニ

ーズに合ったそして、コロナ渦での柔軟に対応

した奉仕活動ができればと考えております。ど

うか皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 

 

従来よりの活動(原則) 

（１） 一歩舎との協働事業 (例会場設営等、タ

ケノコ堀など) 

特にタケノコ堀は２年前より、晝間さんのご協

力で立ち上げた事業です。竹林の環境整備にも

役立ちますし、収穫した竹の子は福祉団体へ寄

付をしていて一石二鳥の事業だと思います。そ

して何よりは取れたての竹の子のおいしさには

代えられません。来年はぜひ多くのご参加をお

願いいたします。 

（２）美容師派遣ボランティア事業 

（３）鶴見養護学校ヘの協力など地域行事への

参加 

  鶴見養護学校の協力として、夏休みに学校

内の塗装のお手伝いに伺っていますが、なか

なかペンキ塗りもやってみると楽しいもので

す。ご興味のある方は来年も案内がありまし

たら、是非ご参加ください。 

（４）地区事業への参加など、その他の事業 

 

以上が従来の活動計画ですが、（1）の一歩舎の

会場設営、（２）の美容師派遣などはいまだで

きないと思いますので、ニコニコ予算 93000円

の範囲内で実現可能な別の事業があれば進めて

いきたいと思います。 

 

 例 会 予 定  

 

９月２２日（木）鶴見カトリック教会 

        「イニシエーションスピーチ」 

９月２９日（木）新横浜グレイスホテル 

夜間例会 

１０月 ６日（木）新横浜グレイスホテル 

        「グエン君卓話」 

１０月１３日（木）新横浜グレイスホテル 

        「就任挨拶」 
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第７回理事役員会議事録 

 

（1）2022年 8月次会計報告→承認 

（2）フィリピン浄水器支援の件→承認 

１台¥75,000〜80,000国際奉仕委員会予算 

（3）青森県大雨災害被災地支援協力の件→承認 

8月 31日付地区より依頼（会員１名あたり

￥500を目安）。９月 15日例会にて募金箱

にて依頼（一部ニコニコより）。 

（4）バナー作成→承認 

（5）９月 22日カトリック鶴見教会での例会食

事について→承認 

食事中の会話は厳禁とし、会話時はマスク着

用のこと。一歩舎への作業依頼は遠慮する。 

（6）９月 29日夜間例会の件→承認 

会場は新横浜グレイスホテルにて 18 時開会。

食費差額¥8,000-を集金。 

（7）新会員推薦の件→保留 

 

議案：報告事項 

（1）クラブ細則の見直し 

『推奨ロータリークラブ細則』に準拠したも

のに修正する。あわせて慶弔規定を最作成・

再提案する。 

（2）本年度名簿用の写真撮影 

９月 22日以降、例会場にて撮影もしくはデー

タ提出。 

（3）11月 24日・横浜港北ロータリークラブと

の合同例会について合同例会のためメーキ

ャップとはならない。昼食費および卓話者

謝礼を会予算より支出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


