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２０１３年６月１９日　第２１０７回例会　VOL. ４４　No. ４６

■司　　会　ＳＡＡ  田川　富男

■開会点鐘　会　長　山崎　良三

■斉　　唱　手に手つないで

　　　ＳＬ　福村　　正

■出席報告

　 
■本日の欠席者
佐藤、増田、松本

■他クラブ出席者
倉本 (横浜鶴峰 RC)

山崎、青木、安藤公一、千葉、五十嵐、川瀬、

今野、新川、大谷、斎藤、関口、内田、綿貫、

矢田、福村、市川、北澤、田川、後藤、兵藤

(岩沼 RC)

■恵送を受けた週報
横浜瀬谷 RC

■皆出席者表彰

市川　慎二会員　　　　１年

■会長報告
高梨会員大変お世話になりました！

１）皆様ご存じのとおり高梨会員は、チャー

ターメンバーとしてクラブ創設に加わり、以

来 44 年にわたりロータリアンとしてご尽力さ

れてまいりました。ご案内のとおり、先日の

理事会で正式に名誉会員に推挙され承認いた

だきました。一言では言い尽くせない思いは

多々あろうとは思いますが、後ほどご挨拶を

お願いしたいと思います。

２）６月 15 日は岩沼 RC との合同例会が総勢

70 名程の盛大な例会が行われました。千葉さ

んには何かと面倒を掛けました。本当に有難

う御座います。現地の復興について皆さん改

めて感慨深いものが有ったと思います。

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
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　又今沼 RC の今回の合同例会について並み並

みならない意気込みを感じました。この次は

旭 RC が、それに答える様にすばらしい企画で

臨めればいいなと思います。

３）15 日には横浜保土谷 RC の 50 周年記念行

事に当クラブの代表として出席して頂き誠に

有難うございました。

　なお、地区関係報告は有りません。

■高梨会員　退会の挨拶          　　　　

　ロータリーには卒業がなく、自分でけじめ

を付けなくてはなりません。体がどうのと云

うのではありませんが、この辺でひと区切り

をしたいと思います。

　会員の皆様には本当にお世話になりました。

ありがとうございました。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　６月 25 日㈫→夜間移動例会

　　　点鐘　午後６時

場所　あいちや　電話 045-311-2528

○横浜あざみロータリークラブ

日時　６月 26 日㈬最終例会

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　鮨　くさびやあざみ野店

　　　電話 045-902-7719

■岩沼ロータリークラブより御礼状
　　　　　　　　　　　　会長　大友　浩幸

　先日は当クラブ夜間移動例会並びに被災地

視察に、横浜の地より多くの皆様にご参加い

ただき、誠にありがとうございました。皆様

のご協力により、無事に今年度最大のイベン

トを終了することができました。岩沼クラブ

の会員も横浜の皆様とお逢いし、親睦を深め

ることができたことを皆喜んでおりました。

　昨日の例会では、夜間移動例会の事、仙台

空港・植樹・山元町・閑上・翌日の南三陸へ

の視察内容を報告いたしましたところ、参加

出来なかった会員はとても残念がっておりま

した。

　お陰様で今年度の例会も 25 日のあと一回を

残すところとなり、私としては、会長報告を

真面目に考えねばならないことに頭を悩まさ

れる一週間となりそうです。

　二年前の一本の電話から始まった、横浜旭

クラブの皆様とのご縁を軸に、これからも横

浜鶴峰クラブ様、横浜瀬谷クラブ様、横浜田

園クラブ様らの横浜の皆様を巻き込んで、お

付き合いを続けて行ければと願っております。

　次年度以降も友好クラブとして友情を深め

て行けます様、ご指導、ご鞭接をお願い申し

上げます。

　また兵藤先生には、貴重な時間を割いて、

私の息子の個人的なお話しをお聞きいただき、

衷心より感謝申し上げます。これからもご指

導をお願い申し上げます。

　それから一点だけ残念なご報告がございま

す。先日の移動例会で司会進行を務めた岩崎

雄一郎 SAA 委員長（東北電力岩沼営業所所長）

が、系列会社への出向の辞令をいただいてし

まったのであります。着任以来２年間、岩沼

クラブの発展にご尽力いただき、特に司会ぶ

りは岩沼クラブ歴代 SAA の中ではナンバーワ

ンの実力を発揮されていただけに残念でなり

ません。

　そろそろ転勤なのかなぁ～と、私の頭を過

ぎった矢先の報告でありました。仙台市の中

心部への勤務となりますので、国分町へ誘い

やすくなったなぁ～と思っているところでご

ざいます。

　結びとなりますが、横浜旭クラブの皆様の

ご健勝ご多幸と、会員企業の益々のご繁栄を
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していましたら知己会員は小杉益義さんだけ

になっていました。

　懇親会はテーブル席で豪華なお食事でした。

催事は神奈川フィルハーモニーによる弦楽四

重奏でした。当クラブも 50 周年を控えていま

すので参考に式次第を頂いてきました。

■国際奉仕委員会　　　　　　　新川　　尚

○南アフリカ学習者支援プロジェクト報告

　旭 RC では４人の児童の支援をしました。

昨年度１年間と今年度１学期の成績表と顔写

真が届きましたので、報告します。

授業科目は

HOME　LANGUAGE：　

アフリカ語

（アフリカーンス語、ズールー語など）

FIRST　ADDITIONAL　LANGUAGE：英語

MATHEMATICS：算数

LIFE SKILLS：技術家庭科

の４科目で、評価は７段階評価です。

授業年度は１月から始まり、12 月に終わりま

す。３ヶ月毎の四学期制です。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

山崎　良三／高梨さん長い間クラブの為に貢

献していただき心から感謝申し上げます。こ

れからも名誉会員としてお世話のなる事と思

いますが、よろしくお願い申し上げます。

青木　邦弘／①高梨さん長い間お世話になり

ました。今後ともよろしくお願いします。②

太田さんみなとみらいの新規オープンおめで

とうございます。TV、新聞で見ました。③迷

幹事として一年間お世話になりました。吉原

さんのご支援で例年どおり遂行できました。

関口　友宏／①高梨さん、長い間お世話にな

りました。ご健勝でありますように。②意義

ある楽しい旅行が出来ました。千葉さん、あ

りがとう。

倉本　宏昭／①高梨会員には当クラブ創立以

来大変なご尽力をいただいた結果、現在の当

クラブがあります。長い間大変御苦労様でし

た。今後のご健康をお祈りいたします。②健

康に不安で例会を欠席しておりましたが、メー

ご祈念申し上げ御礼の言葉とさせていただき

ます。

　誠にありがとうございました。

○岩沼ロータリークラブ　

　2012 － 2013 年度スローガン

　今年も！

　地域をみんなでより良く復興しよう！

○岩沼園芸組合より
美味しいハウスもの販売中です！   

■横浜保土ヶ谷 RC50 周年記念式典出席報告
　　　　　　　　　　　　　　　安藤　達雄

日時　平成 25 年６月 15 日

　　　受付　午後３時　開始　午後４時

場所　ロイヤルホールヨコハマ

出席　安藤　達雄・二宮　　登

　当クラブの親クラブである保土ヶ谷 RC から

会長・幹事宛て招待状がきたので代理で小生

と二宮さんとで行ってきました。

　保土ヶ谷 RC も現在会員 30 名と聞いて驚き

ました。最大 74 名までいった時があったそう

です。招待客は 80 名位でした。

　天理ビル 26 階で例会の時は時々メイキャッ

プに行っていましたが、ここ 20 年位ご無沙汰
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キャップに努めています。

兵藤　哲夫／①岩沼 RC の二次会では新川さ

ん、福村さんの子供さんたちが大活躍で盛り

上げて下さいました。よろしくお伝えくださ

い。②時代は少しずつ動いております。高梨

さん本当にありがとうございました。またい

つでもお顔を出して下さい。

今野　丁三／岩沼 RC 訪問では例会、懇親会、

ゴルフにと、皆さんには大変お世話になりま

した。

後藤　英則／①高梨会員、長いロータリアン

生活御苦労様でした。少し淋しくなります。

②岩沼訪問を設定して下さった千葉さん始め

幹事役の皆様ありがとうございました。楽し

い旅行でした。

太田　勝典／①高梨会員長い間御指導いただ

き、ありがとうございました。②倉本さん退

院できて何よりです。

矢田　昭一／①岩沼クラブ訪問では役員の皆

様お骨折り御苦労でした。よき想い出が出来

ました。②高梨さん、今後も健康に留意され

お過ごしください。

斎藤　善孝／高梨さん 45 年間ご苦労様でし

た。これからも旭ロータリークラブを見守っ

て下さい。

五十嵐　正／①高梨さん、長い間大変お世話

になりました。正会員としては一つの区切り

ですが今後とも折々にご助言下さい。②千葉

さん、新川さん先日の旅行大変お世話になり

ました。楽しい旅行の思い出となりました。

市川　慎二／①高梨さん、正会員として 44 年

間ご尽力ありがとうございました。②千葉さ

ん、新川さん、岩沼旅行お疲れ様でした。喜

者皆美、皆さん笑顔で岩沼ロータリーとの友

情、美しかったです。

安藤　達雄／６月 15,16 日岩沼旅行の皆さん

遠方までたいへんお疲れ様でした。

新川　　尚／親睦旅行お疲れ様でした。娘達

も感じる所があったみたいで、非常に有意義

でした。

吉野　寧訓／岩沼ロータリークラブへ御苦労

さま。

杉山　雅彦／高梨さん、長い間ありがとうご

ざいました。これからも宜しくお願い致しま

す。

吉原　則光／①高梨さん、大変長い間ご指導

いただき有難うございました。今後ますます

のご壮健をお祈りいたします。②東北行きの

皆様、大変ご苦労様でした。

田川　富男／岩沼旅行幹事さん、段取り、手

配気遣い、色々とありがとうございました。

漆原恵利子／高梨さん、いつもありがとうご

ざいました。これからもよろしくお願いしま

す。警察友の会もおかげさまで脱けられない

まま続いています。

千葉　和裕／①岩沼親睦旅行、お疲れ様でし

た。強行軍でしたのでお疲れではないですか？

至らない所が多々ありました事お許し下さい。

これからの岩沼 RC との増々の友好が深まる事

を希望します。②高梨さん、なかなかお話す

る機会がなく残念でしたが、今後も宜しくお

願い致します。

安藤　公一／①岩沼への親睦旅行、とても楽

しく過ごさせて頂きました。幹事役の千葉さ

んありがとうございました。岩沼 RC との友好

関係も更に深めることができました。②ラグ

ビー日本代表がウエールズに歴史的勝利！

内田　　敏／①高梨さん、長い間お疲れ様で

した。クラブに多大な功績を残された事本当

に有難うございました。これからも名誉会員

としてお体を大切にご活躍下さい。②岩沼へ

の移動例会に参加された皆様、お疲れ様でし

た。

福村　　正／岩沼視察の皆様お疲れ様でした。

厳しい被災地の現実の一部を垣間見る思いで

す。しかし岩沼 RC との親睦は心温まる楽しい

ひとときでした。娘もお世話になりました。

現地で購入した写真集を回覧させていただき

ます。

■青少年交換学生を迎えるにあたって緊急
フォーラム　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　山崎　良三
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　【合同親睦会 6/15　秋保温泉　佐勘にて】

　青少年交換学生受け入れホストファミリー

について

　今日は予定のプログラム、青木幹事と私の

この一年を振り返って、話をする予定でした

が急遽変更して青少年交換学生受け入れにつ

いて進めたいと思います。

　交換学生受け入れについて、アンケートを

取りたいと思います。その結果を次週発表す

る予定です。

○交換学生　

出身国：タイ　　

氏名 :ナムフォン　ナラサワッド

年齢 :16 歳　　性別　女性

受入期間　　25.8 月～ 26.6 月　約 11 ケ月

　以上中間報告に成りますが、本日例会欠席

者にもアンケートの周知を図り，一週間を目

途に調整、協議の上、決定したいと思います。

　大変な役目に会員全員のサポートをお願い

します。

■次週の卓話　　　
　　新年度開始会長、幹事他役員就任挨拶
　　五大奉仕
　　　　 　　　     週報担当　五十嵐　正 
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平 成 ２ ５ 年 ５ 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

93.33

100

22日

31
31

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

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

黒　瀬　一　敏

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

杉　山　雅　彦

田　川　富　男

高　梨　昌　芳

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
31

％
10032

32

８日

％

90.6332
29 ％

93.75

％
100

32
30

32
32

75 25 100

100 0 100

100 0 100

67 33 100

100 0 100

100 0 100

100  0 100

100 25 125

75 25 100

100 25 125

100 25 125

50 75   125

100 0 100

100 0 100

100 33 133

50 50 100

75 25 100

100 0 100

75 25 100

100 0 100

－出席規定免除－

100 0 100

－出席規定免除－

－出席規定免除－

100 0 100

75 25 100

100 0 100

100 25 125

100 25 125

－出席規定免除－

－出席規定免除－

100 25 125

－出席規定免除－

－出席規定免除－

50 50 100

－出席規定免除－

100 0 100－出席規定免除－

－出席規定免除－

29日

％
83.33

％
100

30
25

30
30

－出席規定免除－


