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２０１２年１０月１７日　第２０７６回例会　VOL. ４４　No. １５

■司　　会　ＳＡＡ 　内田　敏

■開会点鐘　会 　長   山崎　良三

■斉　　唱　手に手つないで

　　　ＳＬ　新川　尚

■出席報告

　
■本日の欠席者
小嶋、田川、松本

■他クラブ出席者
山崎、新川 (地区 )

■ビジター
米山　恒雄殿（横浜瀬谷 RC）

■皆出席者表彰

後藤　英則会員　　　１年

倉本　宏昭会員　　　９年

■会長報告
　10 月も第３週を向かいました。会員の皆

様にはお変わり有りませんか？最近は暗い

ニュースが多い中で、山中さんのノーベル

賞受賞のニユースは大変素晴らしいニユース

だったと思います。３ヶ月に一度くらいでも

明るいニユースをメデイアで記事にして頂け

れば気分が違うと思います。

　ノーベル賞と言いますと平和賞に EU が選ば

れましたが、EU は 27 ケ国の連合体で欧州委

員会という組織で運営されていますが、一体

誰が代表として賞をもらう資格が有るかと取

りざたされている様です。どんな形で代表を

選ぶか追跡してみたいものです。

　追跡といいますと東日本大震災の漂流物が

ハワイ近辺を流れて北米、カナダ方面の海岸

に漂着しています。来年２月までに４万ｔ程

のガレキが押し寄せるとみられ、多額の撤去

費用がかかります。日本としてはとりあえず

４億７千万円をアメリカ、カナダへ拠出する

方針だと聞いています。ガレキが単なるゴミ

というだけなら良いのですが漂流物に外来生

物が付着して、漂流先での繁殖が生態系に悪

影響を与える危険性について指摘されていま

す。アメリカでは青森県からのワカメの漂着

物が外来種の要注意生物だということで、新

たに外来種に対する問題が出てきそうです。

本日の出席率    88.89％

本日の出席数    24 名会 　 員 　 数  　35 名

修正出席率   　100％

「奉仕を通じて平和を」
2012-13年度 RI会長／田 中 作 次　　RI.D2590ガバナー／露 木 雄 二　　横浜旭RC会長／山 崎 良 三
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　もう一つ、この９月の世界の気温が 1980 ～

2010 年の 30 年間に 0.24 度平均気温が上がり

過去 122 年間で最高だったと発表されました。

日本では９月の平均気温は 1.92 度も高く、統

計史上最高の高温だったと判明しています。

世界中が熱く成っています。　　

○地区関係　

１）IM の第４, ５グループ地区実行委員長か

ら各クラブによる東日本大震災地に対する支

援活動についての報告会と致しまして、各ク

ラブ代表者の選出依頼及び IM 実行委員の２名

の推薦についての依頼

２）地区 R財団補助金管理セミナー開催

日時　11 月 19 日㈪午後３時～５時 30 分　　

場所　メモワールプラザソシア４Fウィング

■幹事報告
１）区民祭り合同打上会のご案内

　鶴峰RCとの合同打上会を開催します。なお、

岩沼 RC からのご参加も予定しております。

日時　10 月 21 日㈰　午後４時開始

場所　「京城苑」　電話　045-374-0691

　　　（鶴ヶ峰西友隣　グリーンスポーツ運動具店の２階）

会費　お一人　4,000 円

■地区大会記念チャリティーゴルフ大会

　　　　　　　程ヶ谷カントリークラブにて

■災害復興支援部会
○第 23 回旭ふれあい区民まつりについて

１）販売品目はトマト麺・小松菜麺・玄米麺

それぞれ３食入り 500 円で販売。

　仕入れは 400 円に付き１食あたり 100 円の

利益となる。

　うち 50 円は義援金、残りの 50 円は試食代、

箸等雑費に充当。

２）21 日の区民祭りには、岩沼 RC よりお手

伝いに８名の方々がお見えになる。

３）全食 450 食を完売すると 450 × 50 円で

22,500 円の義援金となる。

　そこで会員一人一人の有志で寄付金を募り

プラスしてお渡ししたいと思うのでご協力を

お願いする。

（当日お出で頂けない会員様におかれましては

本日承ります。）

４）宮城県のみちのくより、８名の会員さん

がお見えになるのでまつり終了後、慰労会を

計画。

５）翌日、３名の方が宿泊されるので、関口

会員が 22 日㈪に市内見物へ連れて頂く予定と

なっております。

　ご参加下さる方がいらっしゃいましたら、

関口会員と打合せして頂ければと思います。

■社会奉仕委員会　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 福村　　正

旭ふれあい区民祭り参加のご案内

　10 月 21 日鶴ヶ峰駅周辺から旭区役所に至

る間の各地において、上記イべントが開催さ

れます。

　旭 RC も例年同様模擬店の出店アトラクショ

ンの参加を行います。

　模擬店は鶴ヶ峰商店街協同組合駐車場で岩

沼 RC からの「福幸めん」の販売と NGO（地球

市民 ACT かながわ：タイの難民支援）支援バ

ザーを行います。

　アトラクションは模擬店前での風船ショー

と特設ステージで午後１時 30 分～２時のア

コーディオン歌謡です。

　会員各位におかれては、出席、ご協力をお

願いします。

　集合時間は、現場に午前８時とさせていた

だきます。尚、イべント終了後、打ち上げも

予定されています。

■新世代奉仕・インターアクト委員会　　　
　　　　　　　　　　　　　  　漆原　恵利子

文化祭バザー品提供協力についてのお願い

　横浜商科大学高等学校インターアクト部よ
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り、依頼がありました。

　下記の通り集めさせて頂きますのでご協力

よろしくお願い致します。

日時　10/24 ㈬・31 日㈬例会日　

場所　例会場入口にて　　

　なお、文化祭は下記の日程で開催されます。

文化祭（グリーン祭）　11/2 ㈮・3日㈯

■ 情 報 集 会　　　　　　　　　　　　　　　
１）Dグループ情報集会のお知らせ

下記の通り、情報集会を行います。

日時：10 月 25 日㈭午後６時～

場所：二俣川ライフ４階ジュリにて

２）Aグループ情報集会の報告　  

　　　　　　　　　　　　　　　 後藤　英則

日時　10 月 10 日㈬午後 6時 30 分～

場所　謝朋殿

参加者 (敬称略 )

安藤、安藤、五十嵐、内田、漆原、後藤

議題　①会員増強

　　　　②体験例会をより良くするためには

　　　　③その他

　上記議題について、参加者のみなさんより

活発な発言を頂き、有意義な情報集会を開催

できました事、参加者の皆様に改めて感謝致

します。

報告①②の議題について

　総体的な話になりましたが、今回の体験例

会は五十嵐増強委員長の画期的な発案により、

増強に関して有効で尚且つ有意義な体験例会

であったと皆様より賞賛の声がありました。

体験例会を通じ、数名の入会候補者が出てく

れれば大変素晴らしいことだと思います。

　会員増強委員会として、今回の企画は一度

限りではなく、２月頃にもう一度開催を考え

ているとの事でした。

　また、今回の企画に参加してくださった皆

様の資料を広報・情報委員会等各委員会が積

極的に利用し勧誘を勧めることはもちろんで

すが、クラブが行うイベント (旭区民まつり・

メダカの配布・チャリティーコンサート等 )

にお手伝いとして参加して下さるよう、会長・

幹事が中心となり諸委員会からも働きかける

ことにより地域にクラブの外部支援者の輪が

形成され、クラブ活動に新たな活力になると

期待がもてると思います。次回開催する予定

の体験例会には、今回参加してくださった皆

様の友人にもお声がけしていただき、ご一緒

に参加して頂く。

　その他、諸々の話に話題も尽きず大変楽し

い情報委員会でした。

　参加してくださった皆様、有難うございま

した。　 

■雑誌委員会　                           関口　友宏

ロータリーの友 2012 年 10 月号　   　

　先ず、 横組 （左開き） の表紙は、 奈良市にあ

る世界遺産の興福寺 （和銅三 ・ 710 年平城遷都

直後に建立） の国宝 「五重塔」 がライトアップさ

れた光景です。

　10 月は職業奉仕 ・ 米山月間ですので、 RI 指

定記事はその特集になっています。

　P.1 の RI 会長メッセージは、 田中作治氏の職

業奉仕観が述べられ、 P.5 ～ 10 には 「職業奉

仕との出会い」 と題し、 シェルドンの職業奉仕理

念が載っています。

　P.11 からは米山の特集で、 学友のその後の活

躍例や今年３月、 台湾 ・ 韓国 ・ 中国に次いで、

海外で４番目となるタイ米山学友の活躍が紹介さ

れています。 　

　P.22 ～ 31 は、 来年６月 23 ～ 26 日に開催され

る RI 年次大会の開催地ポルトガルリスボンが詳し

く紹介されています。

　縦組 （右開き） の表紙は、 かかしですが、 悪

臭を発して鳥獣を追い払う 「嗅がし」 が語源だそ

うです。 内容のご紹介は、 省略させて頂きます。

■「友」の柳壇と私　　　　　 　吉原　則光

　ロータリーの友の先月号（９月）に私の川

柳が掲載されたので、これについて紹介させ

ていただきます。「友」への投書はまったく始

めてだったので大変びっくりしました。

「由緒ある 地名を消して 新開地」

　現在私の家の近くの水道道が拡張工事中で

橋が取りこわされてしまいました。この橋の

名は「前山橋」という地名で 300 年程続いて

きました。それが消えてしまった訳です。大
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変残念で惜しい事をしたと思います。そんな

事がヒントになって出来た句です。

　次に川柳と俳句の違いをごく簡単に説明し

ます。どちらも５・７・５で詠みます。それ

ではどこが違うのかというと、俳句は季語が

入り、切れ字（や、けり、かな）を使い文語

体です。川柳は季語もいらない、切れ字も自

由でしかも口語体です。俳句は「自然」を詠み、

川柳は「人間・社会」を詠むという違いが原

則です。

　従って俳句にくらべ詠みやすいので挑戦さ

れてはいかがですか。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

米谷　恒雄殿（瀬谷 RC）／旭 RC の皆さん今

日は！瀬谷 RC の米谷と申します。本日はメー

クアップにお伺いしました。旭さんの例会の

運営方法などを参考にしたいと思っています。

よろしくお願い申し上げます。

山崎　良三／横浜瀬谷 RC の米谷恒雄様ようこ

そ！千葉さん今日の卓話を楽しみにしてます。

吉原　則光／①千葉さんの卓話楽しみです。

よろしくお願いします。②先週は誕生祝をい

ただき有難うござました。老骨がんばります。

福村　正／ 21 日旭ふれあい区民祭りのご参加

宜しくお願いします。岩沼からもお越しいた

だくので盛り上げたいと思います。ご協力宜

しくお願いします。②私事ですが、山手にて

18 日夜ライブを行ないます。（おとくらぶ わ

らねにて）おヒマな方はぜひ！

佐藤　真吾／千葉さんの卓話楽しみです。

新川　　尚／千葉さん、卓話期待しています。

斎藤　善孝／千葉さん、卓話楽しみです。

安藤　公一／千葉さん、卓話よろしくお願い

します。

兵藤　哲夫／千葉さん、卓話当番ごくろう様、

話が聞けて楽しみです。

後藤　英則／①またまた頂きました皆出席一

年です。２年目指して頑張ります。②千葉さん、

卓話楽し味です。

倉本　宏昭／①皆出席いただきました。今年

度は全ての会員の方が皆出席をもらえるよう、

これからもガンバッテ行きましょう。②千葉

さん、あんまりむずかしい話はよしてね。

■卓話　
『一期一会』　　　　　　　　　　 千葉　和裕

　安土桃山時代の茶人山上宗二が茶会は毎回

一生に一度だとの思いを込めて主客とも精神

誠意、真剣に行うべきを説いた言葉で一生に

一度の出会い。一生に一度かぎりである事、

を言うと書いてある。

　私は御年 53 歳になるが今までの人生で転機

となった方との出会いは一度だけでなく数人

の方々との出会いがあった。

１）高校入学と同時にできた友人

　入学と同時に入る気も予定もそしてやる気

もない剣道部に入部、やる気もないのに何故

か試合に出ると勝ってしまい大学には剣道推

薦で進学、高校時代建築科であったので大学

でも建築科への入学を希望したが、製図の授

業が大変でスポーツとの両立は無理であると

の事で他の学科に変更するよう勧められ、建

築に似ている土木でいいですと何も考えもせ

ず土木工学科へ入学。

　大学に入り、あまく見ていた剣道が思うよ

うに戦績が残せなくなり初めて剣道で挫折を

味合う。（天狗の鼻を折られるとはこの事か）

　４年になり就職シーズンを迎え、１年の時

の４年先輩がうちの会社に入れの言葉にハイ

の二つ返事で入社試験を受けるが、入社希望

500 名の中で試験の点数が最低点だとの事で

先輩が人事部から呼び出しを受け怒られたと

の連絡、諦めて他をさがそうと思っていると

入社内定の連絡。なんと同期入社 29 名の狭き

門に改めて驚く。
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　その自分が入社 10 年後には同期で一番早く

係長試験に合格、会社は何を考えているのか

自分でも分からなくなるが、10 年間ただ真面

目に仕事をしたのは事実。

　その後思うことがあり入社 12 年で退社、ス

カウト的条件で地元企業に入社するがその後、

元在籍していた会社（神奈川県では建設業で

はトップクラス）は５年後に倒産。

　辞めたのが良かったのかとも思うが残った

同僚の事を思うと複雑な気分。

２）起業を勧めてくれた友人との出会い。

　地元企業に入社後は司馬遼太郎にはまり食

事や寝るのももったいない位、長編時代小説

を読みふける毎日。当時はある同業の社長専

務と酒を飲みながら小説の主人公について激

論を交わす事が楽しく先を競って新刊、直木

賞、芥川賞受賞作品について小林秀雄ばりに

批評を行う事が多々あった。

　地元企業に就職し８年が経過したころ、中

小企業にありがちなワンマンぶりに自分の考

えが合致しなくなり、転職を考え先に出て批

評の激論を交わしていた友人に相談すると、

俺達兄弟がバックアップするから独立しては

と勧められ、千葉エンジニアリングを設立に

至る。

　しかしサラリーマンの家庭で育った自分に

とって先の見えない生活、まして娘の高校受

験を控えている時であり建設業が下降線をた

どり始めた頃であった為、この兄弟の後押し

無しでは独立は考えられなかった。

３）目黒さんとの出会い。

　独立５年を経過してやっと給料がまともに

取れるようになり、千葉家女性陣（私以外は

犬も猫も全て女）の大好物である焼き鳥屋に

行ける機会も多くなり、目黒さんのお店に週

１回はお邪魔するようになる。当時、夕食代

わりに焼き鳥を食べるので串入れが満杯にな

るくらい食べて焼鳥屋で２万位かかる時も何

度かあった。

　ある日目黒さんに水曜日空いている？の問

いに大丈夫のまたまた軽い返事を返し、何の

用事ですか？と聞くとロータリーだと言う、

何もしらない私は何かの講演会かと思いまあ、

いつも家族が美味しい焼き鳥を食べさせてく

れているので、お礼がてら良いかな！の軽い

気持ちで例会出席…来なければ良かったと

思っても後悔先にたたずとはこのこと。

　しかし今までまったくお会いできなかった

その道のスペシャリストの方々が暖かく私を

仲間として受けて入れていただき今では目黒

さんには感謝感謝！

　昨年、幹事の指名を受け但々齋藤さんに恥

を掻かすまい恩を返さねばの一念で１年間を

終える。

　その中で一番思い出深いのはやはり会員で

震災被災地をまわり、たまたま我々が行く火

曜日に例会を行うクラブを捜し、電話で快く

迎えて下さった岩沼 RC クラブとの絆。

　我々がたまたまメイクアップにお邪魔した

時に、卓話でいらしていた盛岡北 RC の田口絢

子さんとも巡り会い、そして岩沼 RC 南館会長

渡辺幹事、田口絢子さによる IM での講演、こ

の展開をだれが想像していたでしょう。

　後日談があります。関口さんと岩沼 RC に

IM のお礼に伺ったとき、岩沼 RC と姉妹クラ

ブにある鹿児島県は加治木 RC のパストガバ

ナーである安満さんがたまたまお出でになら

れていました。同じ来賓者として名刺交換を

行い、翌日横浜に戻り老眼鏡で名刺をよくよ

く拝見すると加治木町のお寺の住職と書いて

あったため、母（母の古里は隣町の姶良町）

にお寺の名前を言うと「あんた何言ってるの

家のお寺さんよ」の言葉に唖然、すぐさま安

満さんに電話を入れると母の実家を知ってお

られ、先々週母を最後のつもりで鹿児島に墓

参りに連れて行った際、改めてご挨拶したと

いう事もありました。

　人の出会いは一期一会と言われますが、こ

れから先また新しい出会いを求めて生きてい

たいと強く思うこの頃でした。

■次週の卓話　　
　                  GSE 訪問
　　　　　  　　　　 

                   　週報担当　五十嵐　正
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100 　0 100

100 0 100

75 25 100

平 成 2 4 年 ９ 月 度 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

％

％ ％

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均12日

89.66

100

19日

29
29

100

青　木　邦　弘

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

千　葉　和　裕

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　　正

川　瀬　恵津子

小　嶋　宏　樹

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

黒　瀬　一　敏

町　居　信　哉

増　田　嘉一郎

松　本　英　二

二　宮　　　登

新　川　　　尚

太　田　勝　典

岡　田　清　七

大　谷　蓉　子

斎　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

関　口　友　宏

田　川　富　男

高　梨　昌　芳

辻　　　　　修

内　田　　　敏

漆　原　恵利子

綿　貫　守　一

矢　田　昭　一

山　崎　良　三

吉　原　則　光

吉　野　寧　訓

－出席規定免除－

26
29

％
10029

29

５日

％
96.5529

28 ％
89.66

％
100

29
26

29
29

50 50 100

25 75 100

100 0 100

50 50 100

100 0 100

100 0 100

100  0 100

100 0 100

100 0 100

100 25 125

100 0 100

  100 0   100

100 0 100

100 　0 100

80 20 100

75 25 100

20 80 100

100 0 100

75 25 100

100 0 100

－出席規定免除－

100 0 100

－出席規定免除－

26日

100

10032
32

32
32

％

％

－出席規定免除－

100 25 125

100 0 100

100 0 100

100 0 100

100 0 100

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

＊9/26入会

100 75 175

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

75 25 100

－出席規定免除－－出席規定免除－


