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２０１２年１０月３１日　第２０７８回例会　VOL. ４４　No. １７

■司　　会　ＳＡＡ　内田　　敏

■開会点鐘　会   長  山崎　良三

■斉　　唱　奉仕の理想

　　　ＳＬ　小嶋　宏樹

■出席報告

　
■本日の欠席者
佐藤、斎藤、松本

■他クラブ出席者
新川 (川崎北 RC)、小嶋 (横浜瀬谷 RC)

佐藤、田川 (横浜鶴峰 RC)

■ビジター
北瀬　達也殿（横浜鶴峰 RC）

兼田　隆史殿（横浜金沢みどり RC）

渋谷　信男殿（横浜本牧 RC）

高梨能里子殿（新横浜 RC）

難波　美紀殿（GSE 参加予定）

GSE 南アフリカチーム

■会長報告
　本日は 10 月も最後の日に成りました。今日

は GSE 研究グループの南アフリカから５名の

お客様をお迎えしております。

○地区関係　

１)地区新世代委員長、RYLA 委員長から

第 29 回 RYLA の参加決定の通知　

漆原さん推薦の峰宇さんの参加決定しました。

２）米山奨学生、学友の年末パーテイ開催　

日時　12 月９日㈰午後６時～８時 30 分　　

場所　ホテルキャメロットジャパン　

　　　５FジュビリーⅡの間

３）地区大会委員長、表彰委員長から、11/10

日被表彰者受付に依って頂き第５グループの

代表として記念品を受領頂きたいとの通知

４）新世代奉仕委員会

ローターアクト年次大会のご案内　

日時　12 月 16 日㈰ 12 時 30 分～

場所　鶴見大学記念館２F第１講堂　

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜南陵ロータリークラブ

日時　11 月 22 日㈭→ 16 日職場訪問例会振替

○横浜南ロータリークラブ

日時　11 月３日㈯祝日休会

日時　11 月 10 日㈯地区大会開催日につき

　　　例会点鐘　午前 11 時 30 分　

日時　11 月 24 日㈯定款により休会

本日の出席率    89.29％

本日の出席数    25 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

Peace Through Service
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○横浜港北ロータリークラブ

日時　11 月 29 日㈭夜間例会

　　　点鐘　午後６時 30 分

日時　12 月 20 日㈭夜間例会　

　　　点鐘　午後６時 30 分、

　　　例会後、年末家族会

日時　12 月 27 日㈭休会

日時　１月３日㈭休会　

■復興部会
岩沼ロータリークラブより

　　　　　　　　　　　　会長　大友　浩幸

　錦秋の候、時下ますますご清祥の段、お慶

び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。

　10 月 21 日の「横浜旭ふれあい区民まつり」

におきましては、何から何までお世話になり

ましたこと、心より御礼申し上げます。

　秋晴れの天気となり横浜旭ロータリークラ

ブの皆様方と共に支援活動が出来ました事、

大変嬉しく思います。皆様方には岩沼市の被

災状況・復興現況をご理解いただき、支援の

輸を広げていただけること、とても有り難い

と会員一同、感謝の気持ちでいっぱいです。

　また、懇親会・二次会・三次会では、大変

ご馳走になりました。当日撮りました写真は

CD データで五十嵐会員様へお送りしてます。

これからも永いおつきあいが出来ますようこ

ちらでも準備に入っております。何かとご相

談にのっていただければ幸いに存じます。

　今後ともご指導、ご鞭擦を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

■前期出席委員会　　　　　　　吉野　寧訓

　いまだに 100％の出席を続けて戴き、有難

く存じております。なお、この間ガバナー事

務所へ問合せた処、前期当クラブの出席率は、

98.81％で、旭ロータリークラブ発足以来の最

高記録となりました。残念ながら、川崎ロー

タリークラブが 98.97％で、0.16％上回って

おり、僅差で２位となりました。

　振り返ってみますと、当クラブはいまだに

出席率１位になった事がありませんが、ここ

まで来たら１位になる事はそんなに難しい事

ではないと思いますので、相変わらずのご協

力を是非お願い致します。

■ D グループ情報集会開催報告　小嶋　宏樹

日時　10 月 25 日㈭

場所　二俣川ライフ４F　じゅり

参加者 (敬称略 )

矢田、吉原、綿貫、市川、山崎、小嶋

　与えられた議題のテーマに沿って活発な議

論、意見が出されました。要約すると以下の

通りとなります。

１）会員増強対策について

・体験例会は継続して行うべきで、年度内に

　もう一回は行ったほうが良い。

・体験例会はロータリーを知ってもらうとい

　う点で効果があった。

・ロータリーを辞めた人や会員の二世の人に

　入会を勧めると効果がありそう。ただし、　

　会員を辞めた人への勧誘は、辞めた時の経

　緯もしっかり把握した上で対応すべき。

２)退会防止について

・クラブ内の人間関係を良好に保つべき。

・会員同士は平等であるべきで、社長と部下

　のような関係は良くない。

　以上の他、ロータリーの昔話等で会は盛り

上がり、大変有意義な情報集会でした。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

北瀬　達也殿 ( 鶴峰 RC) ／こんにちは。本日

はよろしくお願いします。

山崎　良三／ウエルカム ツー ジャパン。 

GSE 南アフリカ来日チーム。エンジョイ横浜

プリーズ。横浜金沢みどり RC 兼田様、鶴峰

RC 北瀬様、新横浜 RC 高梨様、本牧 RC 渋谷様、

本日はようこそいらっしゃいました。

兵藤　哲夫／①私の会社のスタッフ難波美紀

さんをお迎えして。４月から南アフリカ GSE

良き体験を。②二宮さん、いつも GS の皆様に

茶会を催して下さいまして有難うございます。

感謝です。③ GSE の皆さんをお迎えして。④

新横浜 RC 高梨さんようこそ。

岡田　清七／ GSE の皆様ようこそいらっしゃ

いました。

吉原　則光／①本日の卓話よろしくお願いし

ます。新川さん、ご苦労様です。②隼人高校

野球部優勝おめでとうございます。

漆原恵利子／① GSE の皆様をお迎えして。②

商大高校バザーの品々有難うございます。

市川　慎二／ GSE の皆様をお迎えして。
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関口　友宏／ GSE の皆さん、遠路南アフリカ

からようこそいらっしゃいました。

福村　　正／① GSE メンバーをお迎えして！

②隼人高校軟式野球ブラボー！

五十嵐　正／ GSE の皆様、横浜旭クラブへよ

うこそ。日本を楽しんでいって下さい。

安藤　公一／ GSE メンバーの方々、ようこそ。

倉本　宏昭／① GSE の皆さんようこそ。②昨

日の AKS 会参加の皆さん、お疲れ様でした。

千葉　和裕／①皆様、区民祭りでは早朝より

麺の販売にご協力頂き、又多くの寄付を頂戴

し、有難うございました。②横浜市の入札物

件を３本落札致しました。

安藤　達雄／ GSE の皆さんようこそ。

吉野　寧訓／前期の出席率は惜しくも２位と

なりましたが、御協力まことに有難う御座居

ました。

■招きニコニコ BOX( 会員敬称略 )　

安藤達雄 / 安藤公一 / 千葉和裕 / 五十嵐正 /

倉本宏昭 / 岡田清七 / 関口友宏 / 市川慎二 /

吉原則光 /増田嘉一郎 /新川 尚

■卓話
ようこそ日本へ！ GSE 南アフリカチーム　
2012/13 年度研究グループ交歓

GSE 南アフリカ来日チーム紹介
○団長　Shan Biesman-Simons　

　私はショーンビェスマン - サイモンです。

家族を誇りに思い、専門栄養士で熱意のある

ロータリークラブの会員及びケープタウンの

元地区ガバナーです。会計士のジョンと結婚

し、韓国で英語教師をしているクレアとハマ

ナスで医者をしているテッサという二人の娘

がいます。家族と友達は私にとって、とても

大切です。私は水辺やテニス、山でのアウト

ドアが大好きです。旅行、異文化、美味しい

食事、赤ワイン、デカンダチョコレートも好

きです。

○ Anine Pheiffer

　私は、アニーファイファーです。南アフリ

カの美しいマザーシティー、ケープタウンの

出身です。ケープタウンとハウテン ( 南アフ

リカ北部 ) に居る家族の一員であることを幸

せに思います。公認会計士として、石油精製

所の財務管理の仕事をしています。趣味は音

楽、旅行、スポーツ。

○ Bhavini   Bawjee
 私はバハビニーバウジです。26 歳でケープ

タウンに住んでいます。ケープタウン大学で

メカニカルエンジニアを学び、2008 年に卒業

第9350地区

第9350地区： 
 
24億 平方キロメートル

日本： 
 
3億8千万 平方キロメートル 

日本の6倍 アンゴラ

ナミビア

南アフリカ
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しました。クーバーク原子力発電所のエンジ

ニアとして勤務しています。父母とケープタ

ウンで暮らしています。２人の姉がいます。

趣味は読書、乗馬、料理です。日本に行く事

をとても楽しみにしています。

○ Guy van der Walt

　私の名前はガイバンダーウォルトです。３D

アニメ制作をしています。ケープタウンの商

業地区に住んでいます。両親とも芸術家です。

グラフィックデザインを勉強し、10 年間３D

アニメテレビコマーシャルを制作していまし

た。現在はアニメスタジオを所有し、医療の

３D イラストレーションを専門に取り扱って

います。

○ Krishna Naidoo

 私はクリシュナナイドゥ、31 歳です。ダー

バンに生まれ、ヨハネスバーグとプレトリア

に住んでいました。2004 年からケープタウン

に住んでいます。南アフリカを誇りに思いま

す。現在は交通工学や都市のインフラ整備の

仕事をしています。趣味はアウトドア、トレ

イルランニング、旅行、音楽ライブです。

○難波　美紀

　はじめまして。今回は GSE メンバーに推薦

していただき有難うございます。簡単に私の

経歴をお話させて頂きます。

　高校卒業後、八王子南大沢にありますヤマ

ザキ動物看護短期大学に入学いたしました。

そこで動物主に犬猫の病気、検査方法などを

学び、又、犬のトリミング、しつけなど動物

に関する様々なことも学び、動物看護師、ト

リマー、ドッグトレーナーの資格を取りまし

た。そして短期大学とは別に講習会を受け、

ペット栄養管理士の資格を取りました。卒業

後、短期大学のボランティアサークルでお世

話になりました兵藤動物病院に就職いたしま

した。

　二俣川本院にて、動物看護師長として約５

年働き、今年の１月から分院の兵藤動物病院

いずみ中央にて獣医師１人、トリマー１人、

そして私、動物看護師の計３人で仕事をし現

在に至ります。

　今回、南アフリカという国に行き、その土

地の文化に触れ、人に触れ、沢山の経験が出

来るのではないかと楽しみにしています。も

ちろん、仕事に関しても沢山の情報を聞き、

拝見して今後の仕事に活かしていきたいと思

います。

■次週の卓話　　
　     ロータリー財団月間
　　　　辻会員　              　　　

　　　　　　　　　　週報担当　五十嵐　正


