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２０１３年１月９日　第２０８７回例会　VOL. ４４　No. ２６

賀　詞　交　歓　会
■司　　会　ＳＡＡ　内田　　敏

■開会点鐘　会　長  山崎　良三

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

　　　ＳＬ　千葉　和裕

■出席報告

　
■本日の欠席者
後藤、増田、松本

■ゲスト
申　錫澈君 (米山奨学生 )

■１月誕生記念祝

今野　丁三会員　　　1.26

二宮　　登会員　　　1.7

■米山功労賞　

千葉　和裕会員

■会長報告
　新年明けましておめでとうございます。今

年は安倍政権になってすこしは経済の風通し

も良く成りそうで、この調子で 1 年進んでい

ければ幸いかと思います。領土問題など日本

は解決して行かねば成りませんが、話し合い

で平和裏に終わらしたいと考えて居ります。

今日は賀詞交換会という事で十分に時間が有

りますので、楽しく御歓談下さい。

　次に今日は、新入会員北澤正浩さんの入会

式を行います。

　北澤さんは昭和 43 年生まれの 44 歳で、OB

会員の北澤さんのご長男、旭区白根の北澤建

設の社長になられて２年に成ります。ご家族

は妻、長女、次女の 4 人家族であります。　

本日の出席率      89.66％

本日の出席数      26 名会 　 員 　 数  　34 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



– 2 –

　会の平均年齢もこれで又若返る訳で、今後

の活躍に多いに期待致します。

　次に米山奨学生の申さんようこそいらっし

ました。

　今月のスケジュールとして 13 日はチャリテ

イコンサートになっています。多数の参加と

応援の寄付の方をご協力頂ければとおもいま

す。そして第４回目は８クラブ合同例会にな

りますので間違い無き様に、場所は新横浜国

際ホテルです。

○地区関係　

１）2012-13 地区下期分資金の振り込み依頼

がきています。

■入会式
北澤正浩さんを迎えて

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜あざみロータリークラブ

日時　１月 23 日㈬移動例会

　　　「職業を語る会」

　　　点鐘　12 時

場所　横浜市立すすき野小学校２Ｆ会議室

　　　市営地下鉄ブルーライン・

　　　東急田園都市線　あざみ野駅、

　　　東急バス　すすき野団地行

　　　終点下車徒歩３分

日時　１月 30 日㈬８クラブ合同例会

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　新横浜国際ホテル南館チャーチル

○　横浜鶴峰ロータリークラブ

日時　１月 26 日㈯→ 30 日

　
　　　8クラブ合同例会

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　新横浜国際ホテル南館

○神奈川ロータリークラブ

日時　１月 14 日㈪休会

日時　１月 28 日㈪→２月１日㈮

　　　神奈川２クラブ合同賀詞交歓夜間例会

日時　２月 11 日㈪休会

日時　２月 25 日㈪休会

■社会奉仕委員会　　　　　　　　福村　正

　13 日㈰旭公会堂にてチャリティーコンサー

ト開催です。

　これまでのご支援に感謝致しますと共に、

当日のご参加宜しくお願いします。

■増強委員会　　　　　　　　　五十嵐　正

　会長報告からもご案内がありましたが、第

２回目の体験例会を２月 13 日に行います。今

回は２回目ですので皆様も要領がつかめたと

思います。

　今回は前回より少し進化しまして、プログ

ラム委員会の協力を得て、卓話者に早稲田大

学ラグビー部の後藤禎和監督をお迎えする予

定です。次週その内容を紹介したチラシをお

渡ししますので、第１回目よりは勧誘がしや

すいのではないかと期待しております。

　繰り返しの確認ですが、この体験例会には、

会員の知人ご友人で出来れば 40 代 50 代の入

会候補者を会員お一人一名以上のご紹介をお

願いします。

　露木ガバナーや田中ガバナー補佐の注目し

ている旭クラブ発信の企画です。皆様のご協

力お願いします。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

山崎　良三／①あけましてお目出度うござい

ます。今年も宜しくお願いいたします。②北

澤正浩様喜んで入会を歓迎致します。③申さ

んようこそいらっしゃいました。

青木　邦弘／あけましておめでとうございま

す。後期もよろしくお願いします。年末宝く
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じ 3,000 円当りました。北澤さん入会おめで

とうございます。

北澤　正浩／伝統あるロータリークラブの一

員に加えていただきありがとうございます。

少しでもクラブの力になれるようがんばりま

す。よろしくお願い致します。

吉野　寧訓／あけましてお目出とう御座居ま

す。なお北澤さんの入会を祝して。

安藤　達雄／おめでとうございます。北澤さ

んの入会を祝して。

今野　丁三／①新年あけましておめでとうご

ざいます。②北澤さんの入会を祝して。③誕

生祝いありがとうございます。

矢田　昭一／①新年を祝して。本年もよろし

くね！②北澤さんの入会を祝して。

千葉　和裕／①本年も宜しくお願い致します。

②北澤さんようこそ！！楽しいですよ～

小嶋　宏樹／①北澤さん、横浜旭ロータリー

クラブへようこそ。②皆さん、あけましてお

めでとうございます。本年もよろしくお願い

します。

二宮　　登／①新年おめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。②１月

10 ～ 23 日迄、横浜市長林文子様の親書を持

参し、タンザニア連合共和国を訪問します。

ダルエスサラームロータリークラブにメー

キャップしてきます。

吉原　則光／新年おめでとうございます。当

クラブ益々の発展を祈願いたします。

関口　友宏／①明けましておめでとうござい

ます。後期を期待して。②北澤さんのご入会

を祝して。ロータリーを楽しんで下さい。

田川　富男／年男だ！！そうです。何も出来

ない年男ですが、宜しくお願いします。

斎藤　善孝／①皆さんあけましておめでとう

ございます。②山崎さん、青木さん残り半年

になりましたね。頑張って下さい。③申さん

ようこそ。いよいよ会社員になりますね。

新川　　尚／明けましておめでとうございま

す。

太田　勝典／①今年もよろしくお願いします。

②北澤さん、入会おめでとうございます。

倉本　宏昭／新年おめでとうございます。ク

ラブが一層発展する年になりますように。昨

年大晦日未明に、大親友が他界してしまい、

当分立ち直れそうもない気分です。

市川　慎二／①あけましておめでとうござい

ます。本年もロータリークラブ活動を学びな

がら、楽しみたいと思います。②北澤さん、

入会おめでとうございます。

安藤　公一／新年明けましておめでとうござ

います。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

綿貫　守一／輝かしい平成 25 年の正月を迎え

誠におめでとうございます。本年もよろしく。

内田　　敏／①明けましておめでとうござい

ます。本年もよろしくお願いいたします。②

北澤さんの入会おめでとうございます。

佐藤　真吾／①新年明けましておめでとうご

ざいます。本年もよろしくお願い致します。

②北澤さんの入会を祝して。これからよろし

くお願い致します。

五十嵐　正／①皆様、あけましておめでとう

ございます。本年もよろしくご指導お願いし

ます。②北澤さん、入会おめでとうございます。

川瀬恵津子／北澤様、入会おめでとうござい

ます。よろしくお願いします。

福村　　正／北澤さん、ご入会お待ちしてお

りました！宜しくお願いします！

漆原恵理子／①明けましておめでとうござい

ます。本年もよろしくお願いします。②北澤

さんをお迎えして、大変嬉しく思います。

■賀詞交歓会　乾杯　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　綿貫　守一
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■卓話
「年男・挨拶」　　
○五十嵐　正
　歳男と云う事で、今年 60 歳になります。実

際にはまだ 59 になったばかりで、今年の 12

月 20 日で 60 歳です。

　クラブに入会させて頂いた歳が 36 歳ですか

ら、24 年もお世話になることになります。

　昨年鶴峰 RC の河原さんから、歳を聞かれ

58 と答えた処、その際 60 代は人生で最良の

歳と言われました。と申しますのは、子育て

も終わり、世間の幾らか分かり、まだ体も動く、

好きなことが何でも出来る時なのだと云う事

です。

　実はかねてより私も 65 歳を楽しみにしてお

りました。と申しますのは 30 年間私を苦しめ

てきた返済から開放され、目指せ完済のスロー

ガンから開放される年になります。妻からも、

終わったら好きなことしていいとお墨付きを

今から頂いております。

　昨年から趣味の油絵を再開しました。今年

機会がありましたら皆様に見ていただければ

と制作に励んでおります。

　今後ともお仲間付き合いさせていただけれ

ば幸いです。よろしくお願いします。

○田川　富男

　明けましておめでとうございます。今年やっ

と還暦の年男ですが、先輩方に色々と教えて

もらいながら、一年を無事に過ごしたいと思っ

ています。

　来期、安藤公一会長からは国際奉仕を推挙

して頂き、又理事役員としても頑張りたいと

考えております。宜しくお願い申し上げます。

○内田　　敏

　明けましておめでとうございます。6 回目

の巳年を向かえることが出来ました。占いで

今年の巳年は 12 年に一度の当たり年、新しい

挑戦や冒険はよろず吉、仕事面でも事業を立

ち上げる、副業を始める、新たに得意先を探

すなど、開拓することにツキが、新天地を海

外に求めるのもいいということで、何事にも

すべて良しという年になりそうです。

　昨年の暮れから株価が上向き、今年こそは

景気が上向けばと願っています。そして私自

身、体に気を付けて７回目の巳年に向かって

マイペースで頑張っていきたいと思っており

ます。これからも宜しくお願い致します。

○山崎　良三

　私は昭和 16 年生まれの 72 歳に成ります。

先程、内田さんが躍進の年で海外に出るのも

良しといわれましたので海外で羽をのばした

いと考えています。

■次週の卓話
　　　「会長テーマ卓話」　


