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２０１３年１月１６日　第２０８８回例会　VOL. ４４　No. ２７

■司　　会　ＳＡＡ　内田　　敏

■開会点鐘　会　長  山崎　良三

■斉　　唱　我等の生業

　　　ＳＬ　後藤　英則

■出席報告

　
■本日の欠席者
青木、二宮、松本

■他クラブ出席者
増田嘉一郎 (銀座新 RC)

■会長報告
　1/13、第２回チャリテイコンサートが無事

終了致しました。社会奉仕委員会の福村さん、

新川さんには特に忙しい思いをされた事と思

います。改めて感謝いたします。又、災害復

興支援部会委員長の千葉さんにも何かと骨折

り頂きお礼を申し上げます。其の他大勢の会

員の応援でコンサートが終わりました。これ

でクラブの社会奉仕活動も計画通り終わり下

半期を残し、山を越した憾が有ります。残り

の奉仕活動もスムースに実行されることと確

信いたします。

　又、コンサートの為に岩沼ロータリークラ

ブから大きな花輪を頂きました。1/23 日に来

訪されると聞いていますので、お礼を申し述

べたいと思います。

　次に全会員に誤って送信してしまいました

が、町居さんの退会について 1/15 日持ち回り

理事会として承認いたしました。

○地区関係

１）2012 年度米山奨学生終了式、歓送会

日時　２月 24 日　午後５時～８時

場所　ホテルキャメロットジャパン　

参加費　2,000 円 / 人

２）2013-14 年度クラブの未来の夢計画参加

資格認定、覚書提出依頼の件

提出期日　１月 31 日

■雑誌委員会　　　　　　　　　吉原　則光

ロータリーの友１月号の見どころ・読みどころ

　「ロータリーの友」還暦を迎える

○横組から

P.1　　RI 田中会長のメッセージ

　　　(ロータリーの徽章 )

P.7～ 11　ロータリーの友 60 年のあゆみ

P.18～ 21

特集ロータリー理解推進月間にちなみ

新「ロータリーの目的」と RI 戦略計画には目

を通してほしい記事です

○縦組から

P.2～ 5

好奇心は人生の栄養と題して、作家竹田真砂

子の講演の要旨が大変おもしろく読めます。

江戸後期の狂歌師、別号蜀山人 (1749～ 1823)

の伝記です。

P.19

友愛の広場の ｢ 反省の記 ｣ など良いと思いま

す。

* 狂歌 : 俗語を用いて滑稽や風刺を詠み込ん

　　　　だ短歌

今月号も引き続きご愛読をお願い致します。

本日の出席率   90.32％

本日の出席数       28 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
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■増強委員会　　　　　　　　　五十嵐　正

　２月 13 日に予定しております体験例会のチ

ラシができましたのでご案内させていただき

ます。

　今回はプログラム委員会のご協力のもと、

卓話者に早稲田大学ラグビー部の後藤監督を

お迎え出来ることになりました。大変著名な

方なので、内容に興味が持たれる方も多いか

と期待しております。

　例会の運営は前回のようにお客様と紹介者

がペアで座っていただき、お客様からも一言

お願いする予定です。前回は卓話の時間に少

しずれ込んだことから、理想は６名位お招き

できればと思います。締め切りは２月６日例

会までとしますが、経過を見て早めの打ち切

りとなれば嬉しいかぎりです。多分そう楽観

してはおりませんので、誰かやるだろうでは

なく、会員お一人１名の勧誘に努めていただ

きたくお願いします。

　■社会奉仕委員会　　　　　　　福村　　

正　チャリティーコンサート報告

　去る１月 13 日旭公会堂において、第２回旭

RC チャリティーコンサートを開催しました。

併せて復興支援委員会によるパネル展示、募

金活動を行いました。今回の出演は左近山中

学校、富士見丘学園、二俣川看護福祉高校、

商大付属高校、そして旭 RC 有志の総勢 13 の

バンドが出演しました。

　今回も前回同様、参加者にはチャリティー

イベントを通して、奉仕の精神と感謝の気持

ちを持っていただくよう強く働きかけました。

参加した生徒それぞれに演奏の喜びと感謝を

きっかけに奉仕の精神の目覚めになるものと

考えています。今の子ども達は支援と云うも

のについての認識はあるようですが、自らの

実践となると伴っていないのが現実です。こ

のような草の根的な活動に参加する事により、

理解が深まると思われます。

　今回は厳しい予算状況のなか開催を承認い

ただき、当日の運営を支えていただいた会員

の皆様に厚く御礼申し上げる次第です。

( 当日、会場には左近山中学校校長、古川市

会議員、濱旭区長、らが応援に来て下さいま

した )

体験例会のご案内

２月 13日水曜日 午後 12時 30 分
　　～ 1時 30 分

卓話者 早稲田大学ラグビー部監督
後藤　禎和氏（講演者）

お名前（フリガナ）　　　　　　　　　ご職業　　　　　　　　　　　　　  紹介会員

ご参加いただける方はお名前をご記入のうえ、クラブ会員へお渡しください。
準備の都合上 2月６日締切といたします。

国際ロータリー第 2590 地区
横浜旭ロータリークラブ

例会場／相鉄二俣川駅相鉄ライフ４Fコニュニティサロン

　20 世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の陰で、商業道徳の欠如が目につくようになっていまし
た。その頃、ここに事務所を構えていた青年弁護士ポール・ハリスはこの風潮に堪えかね、友人３人と語らい、
お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間を増
やしたい、という趣旨でロータリークラブを考えました。こうして、1905 年ロータリークラブがシカゴに誕生
し、以来志を同じくするクラブが各地に生まれて、今では 200 以上の国と地域に広がり、クラブ数約 33,000、
会員数約 120 万人に達する国際的組織です。
　クラブの会員は毎週の会合で、親睦を深め、地域社会の様々な問題に取り組む活動を計画しております。
　そこで今回は体験例会と称し、日頃クラブ会員のみが出席できる例会に、ロータリークラブの活動の理解広
報を兼ね、会員の知人ご友人に開放し例会を共に楽しむ企画です。
　例会の内容は、昼食をとりながら、前半はクラブの各部門の活動報告、後半は卓話（講演）となっております。
どうぞ、お気楽にご参加いただけることを願っております。
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■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

山崎　良三／本日の卓話、安藤さんよろしく

お願い致します。新会員の北澤さん、今日か

らのクラブ活動をエンジョイ下さい。

吉原　則光／本年第 1 号の卓話、安藤さんの

お話、大変楽しみに期待しております。

安藤　達雄／本日はつたない卓話を聞いて頂

きますので。

岡田　清七／安藤さんの創業卓話、聞かせて

いただき、ロータリーの精神を改めて考えま

す。よろしく。

福村　　正／１月 13 日のチャリティーコン

サートは無事に開催できました。皆様のご協

力、ご支援に感謝いたします。

斉藤　善孝／安藤達雄さん、卓話楽しみです。

新川　　尚／チャリティーコンサートご協力

ありがとうございました。

内田　　敏／安藤さん、創立記念卓話よろし

くお願い致します。

兵藤　哲夫／①後期の会費無事お支払いでき

ました。②北澤さん、待ってました。入会お

めでとう。③チャリティーコンサート所用の

ため欠席してしまいました。ごめんなさい。

倉本　宏昭／創立記念卓話、安藤達雄会員よ

ろしくお願いします。初雪が大変な積雪で、

除雪が大変でした。

安藤　公一／チャリティーコンサート盛況で

良かったです。今後も是非続けていきましょ

う。福村さん、新川さん、参加された皆様、

お疲れ様でした。

市川　慎二／チャリティーコンサート大盛況

でしたね。本当にお疲れ様でした。

大谷　蓉子／お目出とうございます。せきが

止まらず、情けないお正月でした。今年もよ

ろしくお願い致します。

田川　富男／安藤達雄先輩、旭ロータリーの

生い立ちを教えて下さい。宜しくお願い致し

ます。

す。

■卓話
「創立記念卓話」　　　　　　　　 安藤　達雄

　当旭 RC は当初 26 名の会員で発足し、1970

年１月 13 日横浜駅ビル６F フラワールームに

おいて、創立総会を開催いたしました。親ク

ラブは保土ヶ谷 RC です。26 名のうち保土ヶ

谷 RC から阿部勲平、福井光治、清水富雄、高

梨昌芳、他５名がキーメンバーとして移籍さ

れました。ガバナーは上野泰さんでした。

　同年１月９日認証伝達式を行い、正式に国

際ロータリーに加盟承認されました。これは

横浜体育館で４クラブ ( 横浜旭、瀬谷、緑、

港南 ) 合同で開催いたしました。４クラブ合

同の認証伝達式というのは大変珍しく、過去

将来を通じて唯一であろうと言われました。

横浜市の分区により新しい区に夫々１クラブ

づつ新クラブが誕生したからです。

　当時はテリトリーが限られていました。旭

区なら旭区内に住居か事業所のある方という

訳で、越境入会はご法度だったのです。又、

その当時は神奈川、山梨、静岡が国際ロータ

リー第 359 地区でしたので、地区大会や認証

伝達式等、静岡で行う時は泊まりがけでした。

　ロータリーの発展に伴い 1876～ 7 年度より、

359 地区が二分されて、神奈川県が国際ロー

タリー第 259 地区となり、その後又分割して、

1991～2年度より横浜、川崎地区が第2590地区、

その他の神奈川県が 2780 地区となって今日に

至っております。

　当クラブ第１回目の例会は、1970 年２月５

日、例会場は横浜駅西口ステーションビル６
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階のフラワールーム、毎週木曜日でした。会

長は阿部さん、副会長は福井さん、幹事は石

川清二さん、副幹事は私、安藤、会計は秋山

九二三さん (横浜銀国鶴ヶ峯支店長 )でした。

　例会場は地元の方が良いという意見が強く

なってなってきまして、第 22 回例会 (1970 年

７月 ) 新年度から例会場は、横浜銀行鶴ヶ峯

支店３階に移り、毎週火曜日に変更しました。

毎週水曜日になったのは、1997 年７月からで

す。

　このような歴史的なことを何回聞かされて

も面白くもありませんので、今日は趣向を変

えて第２代目の会長をやられた福井さんがお

亡くなりになられた時の私の弔辞をご披露さ

せて頂きます。

　弔辞　福井光治さんへ

　顧みますれば、福井さんとのお付き合いは、

旭ロータリークラブ創立以来ですから 32 年半

になりますね。

　そして阿部さんの次の会長をやられた時に、

私が幹事をやらせていただきました。私はま

だロータリー歴も１年半の時でしたから、無

我夢中でしたが、福井さんは ｢ 名幹事、名幹

事 ｣と言って立ててくれましたね。

　当時は例会場が横浜銀行鶴ヶ峯支店の３階、

事務所は阿部さん宅からアンドー仕入部へ移

して頂きました。私がまだ若い時ですから、

忙しいので、事務所は手元にと思ってお願い

したことでした。福井さんが 66 歳、私が 44

歳でした。事務員さんは鶴ヶ峰本町の野沢さ

んと言う方でした。福井さんは私の母と同じ

年令でした。それが奇しくも亡くなるのも同

じ年だったとは。福井さんの小学校の友人で

井田倉さんという方がロイヤルマートのこづ

かいさんとして 80 歳まで 15 年間働いてくれ

ましたが、福井さんはよく「もう井田倉君と

もう一人(倉本君といいましたか)３人になっ

てしまった」と言っていましたね。井田倉さ

んは 89 歳、もう一人の方は 94 歳で亡くなり、

｢ いよいよ俺一人になってしまったよ、つま

らなくなってしまった。安藤君 ｣ とつぶやい

ておられましたね。

　福井さん、貴方は、はたから見ると、なん

と良い星の下に生まれた人だろうと思ってい

ましたよ。何故ならば「俺は金に困ったこと

はない」とおっしゃっていました。「おじいさ

んにお金がなくなったら山の木を一本づつ売

ればよいと言われていた」と言っていました

ね。この言葉は忘れられません。

　そして 75 歳まで奥様と毎年何回も海外旅行

をされ、行かない所はない位、もう飽き飽き

したと言ってそれ以来ぷっつりと止められま

した。

　又、福井さんは東洋大学文学部卒と聞いて

いました。著書も 10 冊におよび、私も何冊か

頂戴しましたが、正直なところ字句が難しく

て読む気になれませんでした。ごめんなさい。

この年代で大学は余程恵まれた人でなくては

行くことができませんでした。

　そうそう、そういえば、阿部さん、福井さん、

清水さんの３人の長老の字は行書や草書で会

報の原稿を添削して、金子タイプに持って行

くのに大変苦労させられましたよ。

　又、福井さんは東京ロータリーのメーキャッ

プが好きで、時々行っていましたね。「卓話が

良い」と言って。その帰りに神田の古本屋へ

寄って、古文書あさりがお好きだったようで

す。そして「この年までずいぶんいろんな会

に入ったけど、ロータリーが一番良い」と言っ

てロータリーを礼賛していました。その気持

ちのあらわれか、福井さんがいる限り、ニコ

ニコキングになれないといわれる位、永年に

わたり、ダントツで我が旭ロータリークラブ

に貢献して下さいました。ありがとうござい

ました。

　まだ数ヶ月前まではお元気だったのに、い

きなりの訃報でびっくりしました。97 年余り

の人生、ほんとうにお疲れ様でした。どうぞ

安らかにお眠りください。さようなら。

　　　　　　　　　　　平成 15 年１月 15 日

■次週の卓話
　　1/30　　休会
　　2/6　　国際奉仕フォーラム　
　　　　　　　　　　週報担当　大谷　蓉子
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平 成 2 4 年 １ ２ 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15日

87.5

100

19日

32
32

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－

28
32

％
10032

32

５日

％
87.532

28 ％
93.33

％
100

30
28

30
30

100 0 100

50 50 100

75 25 100

50 50 100

100 0 100
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100  0 100

100 0 100

100 25 125

100 0 100

75 25 100

100 0   100

100 0 100

100 　0 100

80 20 100

100 0 100

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

96.55

10029
29

29
28

％

％

－出席規定免除－

100 25 125

75 25 100

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－

100 0 100

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

100 0 100

－出席規定免除－－出席規定免除－


