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週報第９号令和４年９月２２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 2330 回例会 

令和 4 年 9 月 15 日 
 

斉 唱 「四つのテスト」 

ゲスト 鶴見区長   渋谷 治雄様 

    宝泉寺副住職 松坂 脩平様 

ビジター 米山奨学生 グエントゥアンギアー君 

 

 会 長 報 告  

 

本日は家族が新型コロナウイルスに感染しま

したので、濃厚接触者となり例会に出席するこ

とができません。申し訳ありません。私自身は

抗原検査陰性で、特に症状もありません。 

 神奈川県の指針では濃厚接触の日から 3日抗

原検査で陰性なら自粛が解除となりますが、そ

れと他人に感染させないというのは別の話しで

しで、例会に出席して皆様にご迷惑をお掛けす

るといけませんので、本日は zoom出席とさせて

いただきます。例会は赤塚副会長にお願いして

おります、どうぞよろしくお願いいたします。 

また本日は渋谷鶴見区長に卓話においでいた

だいておりますが大変申しわけありません。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 9月 10日の土曜日、地区ローターアクトの「ア

クトの日」に zoomで参加を致しました。 

9月 10日でアクトの日という語呂合わせで、日

本各地のローターアクトクラブが一斉にアクト

の日の行事を行いました。第 2590地区では 6つ

のローターアクトクラブが一緒にローターアク

ト活動について意見交換会を行いました。また、

クラブ毎の分科会も行われ、私は横浜東ロータ

ーアクトクラブの分科会に参加しました。残念

ながら横浜東ロータリークラブは会員が 7名、

うち米山奨学生が 5名、そしてアクトの日に参

加していたのが幹事のリム君お一人でした。途

中からフィー会長も参加されましたが、ちょっ

と寂しい分科会でした。横浜東ローターアクト

クラブの世話クラブは我々の親クラブである横

浜東ロータリークラブですので、私たちも何と

か横浜東ローターアクトクラブを盛り上げて行

きたいと思います。 

そして翌日の 9月 11日の日曜日、地区米山記

念奨学委員会の研修旅行があり、米山奨学生と

一緒にバスで三島にある米山梅吉記念館を訪問

して参りました。私と堀野さんは地区米山学友

委員会の委員として参加致しました。例年は春

に米山梅吉記念館訪問、夏には夏季レクリエー

ションが行われるのですが、今年は新型コロナ

ウイルス感染症蔓延のため、一度に行われまし

た。参加者も現役の奨学生とカウンセラーのみ、

バス 3台、席は一人に 2席とし、車内での余興

もなく、感染症に注意しながらの研修旅行でし

た。米山梅吉記念館では学芸員の市川さんから

ご説明がありました。私は何回も市川さんのお

話をお聞きしていますが、少しずつ内容をブラ

ッシュアップされており、私も毎回勉強になり

ます。その一つをお話しさせていただきます。 

今年度の RIテーマのイマジンにちなんで例会

前にジョンレノンのイマジンを横山さんに演奏

していただいていると思います。日本のロータ

リークラブ、最初にできたのが東京ロータリー

クラブであることは皆さんご存じだと思います

が、そのチャーターメンバーのお一人がオノヨ

ーコさんのおじいさまだったそうです。勉強に

なりました。 

 米山梅吉記念館の後は米山梅吉翁の墓参、そ

して三嶋大社参拝、さらにはメロン狩りをして

戻ってきました。お天気も良く、とても楽しい

研修旅行でした。 

以上会長報告です。 

本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 創立記念日  

 

舟木 七郎 会員（９月１１日） 
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 幹 事 報 告  

 

⑴ 先週 9月 8日に理事役員会を開催。議決・報

告事項は週報を参照のこと。 

⑵ 地区より。2022年 8月青森豪雨支援募金を当

クラブから 25,000円を寄付。（理事役員会に

て承認済み） 

⑶ IRより。世界ポリオデーのイベントとしてフ

ォトコンテストの案内。 

⑷ 地区ポリオ根絶チャリティゴルフの申込締

切は９月 20日。 

⑸ 『ハイライトよねやま』270号が発行された。 

⑹ 地区大会は 11月 11日・12日の両日に開催。

全員登録なので登録費の集金を行なう。 

 

 委員会報告  

 

【舟木七郎会員】 

・フィリピン浄水器プロジェクトについて 

9月 12日 午前中 昨年度（長澤会長年度）浄

水器を設置しましたが、RCValenzuera Sunrise 

の皆さんと使用状況確認をして、本年度会長の 

Jen Edison Ang さんのプロジェクトで知的障害

者の生徒さん達にマイボトルをプレゼントして

浄水器の水を毎日使って頂ける様に致しました。 

 

9月 12日夜間例会及び月餅パーティー出席して

RCValenzuera Westの皆さんと友情交流を深めて

来ました。 

 

9月 13日 RCValenzuera West の皆さんと浄水

器設置事業を行いました。Sitero Francisco 

Memorial National HighSchool の校長と herman 

Kenneth Uy会長と覚え書を交わしました。 

 

 

 米山奨学金贈呈  

 

 

米山奨学生 グエントゥアンギアー君 
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 出 席 報 告  

 

会員総数  ３０名 

今回暫定  １７／３０＝６０．７１％ 

前々回確定  ２２／３０＝７７．７７％ 

 

 ニコニコＢＯＸ  

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 本日は zoom参加で申し訳ございま

せん。渋谷鶴見区区長、卓話宜し

くお願い致します。鶴見区役所眞

野様、色々とありがとうございま

す。松坂様ようこそ。お父様には

青年会議所で大変お世話になりま

した。是非ご入会をご検討くださ

い。赤塚副会長、本日は宜しくお

願い致します。 

生方 常明 渋谷区長、松坂さん、ギア君よう

こそ。秋彼岸前の三連休でお檀家

さんがお見えになると思ったら、

台風なのでどうなることやらです。 

赤塚 一志 鶴見区区長渋谷治雄様。本日は卓

話ありがとうございます。心して

拝聴いたします。 

今井新一郎 渋谷鶴見区区長さまようこそいら

っしゃいませ。卓話拝聴致します。 

高橋 敏昭 澁谷さんご無沙汰です。本庁政策

局部長の時には、新本牧地区の財

務省用地問題で大変お世話になり

ました。本日は卓話宜しくお願い

致します。 

上原 良廣 渋谷様本日は有難うございます。

鶴見の名刹宝泉寺の松坂脩平さん

をお連れ致しました。入会予定者

です。宜しくお願い致します。 

簡  伸治 渋谷治雄鶴見区長様、本日は卓話

ありがとうございます。鶴見区の

事しっかり拝聴します。 

牧井 秀賢 松坂新会員候補、是非クラブに入

会お待ちしております。 

合谷 保爾 昨日、長野県南牧村から国道 299

号線を群馬県南牧村へ峠を越えて

車で踏破してまいりました。二度

と通る道ではありませんでした。 

堀野 弘樹 ギア君ようこそ。石渡会長、本日

は zoomですが連日の米山奨学生の

zoom面接お疲れ様でした。夏季レ

クもお疲れ様です。渋谷区長、本

日は卓話ありがとうございます。 

宮田 豊和 渋谷区長、本日は卓話ありがとう

ございます。区政や鶴見の将来な

どご教授ください。拝聴いたしま

す。ギア君大学院入学試験お疲れ

様です。良い結果が出るといいで

すね。 

渡辺 直昭 長い夏休みをいただきました。

少々なめてました。 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

加藤進 上村政二 晝間勝 鈴木元一郎 

 

 卓   話  

 

『鶴見区の行政について』 

 

鶴見区長 渋谷 治雄様 

 


