
■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　我等の生業

　　　ＳＬ　田川　富男

■出席報告

　 
■本日の欠席者
佐藤、二宮麻理子、松本

■本日の欠席者
佐藤 (横浜鶴峰 RC)

■ゲスト
ナムフォン ナラサワッドさん

(青少年交換留学生 )

■会長報告
　厳しい寒さが続いておりますが、皆様御身

体にお気をつけ頂きこれからも元気に例会ご

出席いただきたく存じます。今週日曜日に行

われました東日本復興支援チャリティーコン

サートは、旭区の中５校と保土ヶ谷高校も

参加し、合計６校からの学生が参加して頂

き、熱い演奏を繰り広げて頂きました。前夜

よりこの準備のため奔走頂いた福村さん、新

川さん、千葉さんを始めとする会員の皆様お

疲れ様でした。濱区長や古川市会議員も応

援に駆けつけて頂きました。回を重ねる毎に
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運営もスムーズになってきており、ご来場

頂いた観客も年々増加し、会場の盛りあがり

も盛大になってきていると感じました。この

チャリティーコンサートで集めた募金総額は、

124,790 円となりました。皆様のご寄付に心

より感謝申し上げる次第です。

　コンサート翌日の 13 日は、当横浜旭ロータ

リークラブの 44 回目の創立記念日でした。そ

して今月はロータリー理解推進月間となって

います。この機会に創立に携われた方々の思

いをしっかりと継承し、ロータリー活動に対

する理解を更に深め、これからのクラブライ

フをより有意義なものにしていきましょう。

創立記念卓話として本日は二宮登さんに卓話

をお願いしています。宜しくお願い致します。

ナムフォンさんようこそ、スキーキャンプは

いかがでしたか？

○地区関係

１）１月 31 日の第５グループ８クラブ合同例

会の申込を 13 名の方から頂きました。ありが

とうございます。

２）第４・第５グループの IM は３月６日㈭で

す。皆様のご参加をお願いします。

３）今年の国際大会はシドニーで、６月１日

に開催されますが、その際の日本人ディナー

の案内が来ています。行かれる方はお声をお

掛け下さい。
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○クラブ関係

１）本日夜にクラブ協議会を開催しますので、

各委員長の方々ご参集願います。主題は、上

半期を終えて年度当初の計画との差異を振り

返り、残り半年をどうしていくかということ

です。委員長がご出席適わぬ場合は、副委員

長もしくは他の委員の方にお願いして下さい。

２）２月の第二例会２月 12 日に体験例会を開

催します。お心当たりのある方是非ご友人に

お声を掛けて頂き、お連れ下さい。

３）岩沼ロータリークラブより当クラブの創

立記念日への祝電を頂いています。

４）チャリティーコンサート当日に行われた

ラグビー大学選手権において 4 連覇中の帝

京大学に挑んだ早稲田大学は健闘むなしく

34-41 の７点差で破れ、帝京大学の５連覇を

阻止することが出来ませんでした。応援あり

がとうございました。

　2020 年の東京オリンピックの前年 2019 年

にはラグビーワールドカップが日本で開催さ

れます。一人でも多くのラグビーファンを獲

得するためラグビー協会も必死に動いていま

す。皆様に少しでも関心を持って頂けたら幸

いと思っています。宜しくお願い致します。

■幹事報告
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 22 日㈬移動例会

　　　点鐘　12 時

場所　横浜市立すすき野小学校２階会議室

　　　「職業を語る会」

日時　１月 29 日㈬→ 31 日㈮

　　　点鐘　18:15

場所　新横浜国際ホテル南館２階チャーチル

　　　８クラブ合同例会

○横浜港北ロータリークラブ

日時　１月 29 日㈭夜間例会

　　　点鐘　18：30

場所　新横浜プリンスホテル３F

日時　２月 13 日㈭

　　　創立 52 周年記念移動夜間例会

　　　点鐘 18:30

場所　パシフィコ横浜展示ホール２階

　　　「DANZERO」☎ 045-633-3563

　　　西区みなとみらい 1-1-1 し

■増強委員会                                　  内田　　敏

体験例会のご案内

　２月 12 日㈬は体験例会の日となっておりま

す。卓話として、神奈川県警察本部交通部参

事官兼運転免許本部長の平田臣一様のお話を

予定しております。会員の皆様にはぜひ知人、

友人にお声掛けをしていただき例会を共に楽

しんで頂きたいと思います。お気軽にご参加

下さい。宜しくお願いします。

■雑誌委員会　　　   　　　　　田川　富男

○ロータリーの友 1月号紹介

　自分だけでしょうか、ロータリー友誌を隅から

隅まで目を通す事はあまり有りませんが、安藤雑

誌委員長より「１月号の紹介をお願い」と先に１

月号の友誌を受け取り、ページをめくり、めくり

それが友誌委員の役目(奉仕)と考えます。そして、

自分なりに紹介させて頂き、全員でページをめく

り内容を楽しむ事が大切と思います。

　横組 P.7 からロータリーインターナショナルで、

特集記事として、ロータリ一理解推進月間で前期

RI 会長、田中作次氏が全世界を表敬訪問した時を

写真入りで紹介しています。　横組 P.12 には日本

ロータリーの現況を韓国 RC と対比して数字で表し

ている。若い世代の増強が必要性が感じられる。

　縦組の P.23 に我がクラブの俳人、吉原さんの川

柳がまたまた掲載されました。

　皆さんもページをペラベラとめくり感じる記事

でも読んで下さい。ロータリ一人生に、何か色々

とヒントが得られると思います。

■社会奉仕委員会                                  千葉 和裕

チャリティーコンサート開催報告

　１月 12 日㈰旭公会堂にて第３回チャリティ

コンサートが 13：00 ０～ 18:00 まで開催され

ました。

　濱旭区長、古川議員もおいでになり、ご挨

拶を賜り安藤会長のオープニングセレモニー

で幕を開けました。

　冒頭、ロータリークラブの説明また我が旭

ロータリークラブの活動状況及びこのチャリ

ティコンサートで得た募金の活用報告を映像

で流し、参加した生徒父兄そして顧問の先生

方にも我々の活動を認識してもらう為の機会

を得る事ができました。

　我がクラブより 18 名、鶴峰 RC より５名の

会員が参加して頂きました。音響業者のトラッ



　
　

　
　

　
　

　　　　

おめでとうございます。特別の料理はありません。

でもタイの本当のお正月は 4/13 ～ 4/15 までです。

名前はリンクランです。若い人はおじいさん、お

ばあさんの手を洗ってあげます。それからみんな

で水をかけあいます。

　１月５日にホストファミリーがかわりました。

青木さんの家に住んでいます。お父さんとお母さ

んと犬がいます。犬の名前はジュニアーです。う

るさいけどとてもかわいいです。

　11 日～ 13 日まで嬬恋村でスキーキャンプをし

ました。とても楽しかったです。友だちがいっぱ

いできました。１日目はぜんぜんすべれなかった

です。いっぱいころびました。２日目はストック

なしですべれました。かんぺきです！３日目はす

べりませんでした。友だちと雪だるまを作りまし

た。それから帰りました。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

安藤　公一／①当クラブの創立記念日 (1/13) をお

祝いして。②第３回チャリティーコンサートの成

功をお祝いすると共に実行委員の皆様に心より感

謝申し上げます。③二宮さん、卓話宜しくお願い

します。

福村　　正／①先日のチャリティーコンサートの

ご協力ありがとうございました。②二宮会員、卓

話楽しみです。

二宮　　登／「ロータリーの再生」について話を

致します。

鈴木　茂之／①チャリティーコンサート大変お疲

れ様でした。②二宮さんの卓話楽しみにしていま

す。

安藤　達雄／二宮さん、創立卓話よろしくお願い

します。

岡田　清七／二宮会員の創立記念卓話、楽しみに

聞かせていただきます。

吉原　則光／今年冬一番寒い日の例会、寒さに負

けず頑張りましょう。過日のチャリティーコンサー
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クの駐車場を提供して頂きました二宮さん有

り難うございました。開演前の準備のお手伝

い、そして受付をして頂きました会員の皆さ

ん有り難うございました。コンサート終了後

の片付けを最後までお手伝いして頂きました

安藤会長、増田・市川・北澤会員有り難うご

ざいました。そして半年前から学校間の調整、

準備運営にご尽力された福村さん、新川さん

本当にお疲れ様有り難うございました。

参加者

横浜旭 RC　　

安藤公一・福村・新川・市川・北澤・関口・千葉・

二宮登・増田・鈴木・内田・二宮麻理子・吉原・

兵藤・安藤達雄・後藤・倉本・五十嵐（順不同）

横浜鶴峰 RC

佐藤・河原・北瀬・川島・太田（順不同）

　　　　左近山中学校軽音楽部の演奏風景

■ナムフォンちゃん　近況報告
　みなさんこんにちは！明けましておめでとうご

ざいます。今年もよろしくおねがいします。お年

玉ありがとうございました。新年はとても楽しかっ

たです。いろんなことをしました。12 月 28 日、

二宮さんの所でお餅つきをし、お昼ご飯を食べま

した。楽しくておいしかったです。私はきなこ餅

が好きです。31 日は年越しそばを食べました。お

いしかったです。それから 10 時頃、寒川に初詣に

行きました。人がいっぱいだから寒くなかったで

す。

　お正月にお雑煮とおせち料理を食べました。と

てもおいしかったです。そしてホストおじさんの

ところへ行きました。みんな、明けましておめで

とうございますと言いました。お昼ごはんはおせ

ち料理を食べました。その日は７人からお年玉を

もらいました。１月１日はタイでもお祝いをしま

す。プレゼントをあげて花火を見ます。みんなサ

ワディーピーマイと言います。意味は明けまして
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トの〝迫力〟に圧倒されました。有り難うござい

ました。

青木　邦弘／二宮さん、今日はよろしくお願いし

ます。

増田嘉一郎／①今年もよろしくお願い致します。

②二宮さん、創立記念卓話をよろしくおお願いし

ます。

北澤　正浩／チャリティーコンサートおつかれさ

までした。新川さん、福村さんの普段とは違う姿

に驚きました。カッコよかったですよ！

千葉　和裕／①チャリティーコンサートにおいで

頂きました皆様、有難うございました。②矢田先生、

記念品を有難うございました。小さい我が家の一

番目立つ場所に飾らさせて頂きます。③二宮さん、

卓話楽しみです。

兵藤　哲夫／チャリコン、ご苦労様でした。新川

会員、福村会員がいなければ成り立たない企画で

す。二人は我がクラブの宝だ。千葉さん最後の挨拶、

とてもよかった。千葉さんでなくては言えない力

の入ったものでした。チャリコン成功おめでとう！

市川　慎二／①チャリティーコンサート、お疲れ

様でした。新川さん、福村さんの演奏、感動しま

した。千葉さん、映像とても素敵な仕上がりでした。

②二宮さん、卓話宜しくお願い致します。

新川　　尚／先日のチャリティーコンサートでは、

ご支援ご協力頂きましてありがとうございました。

■卓話「ロータリーの再生」　　　    二宮　　登

　横浜旭ロータリークラブは 1970 年１月 13 日、

産声をあげ 26 名で発足しました。

　私は当時 34 歳でチャーターメンバーとして参加

し、今日まで 44 年間思いやりの精神を持って行動

してきました。44 年間を振り返ってみますと、決

して平坦な道のりばかりでは無く、上り坂もあれ

ば下り坂もあり思いもよらず「まさか」と云う坂

も２度、３度ありましたが、その都度先人の方々

が努力して乗り越えて来ました。

○どのような奉仕活動をしたのか

　社会奉仕では「ロータリーの森」、「黒メダカの

保護」で２回の意義がある業績賞を受けました。

　旭区は鎌倉武士の古戦であり悲劇の武将「畠山

重忠と二俣川、鶴ケ峰」と題して作家の永井路子

氏の講演を命日の６月 22 日に実施し、市民から大

反響を受けた。又、区内の妙蓮寺に古くから伝わ

る曲題目を神奈川県の無形文化財指定に努力し実

現出来た。

　発足当時と現在を比較してみますと、地域社会、

日本、世界諸国も変化し発展して来ました。特に

アジアの中国、韓国、台湾の発展は世界が注目し

ている。そこで、ロータリーは時代に即応した活

動を先取りして強力に推進し、ロータリーの魅力

を盛り上げない限りロータリーは衰退の道をたど

るだろう。ロータリーが次世代に向かつてさらな

る発展を望むならば思い切ったロータリーの「再

生」を決断することが急務であると思う。

○どこを再生するのか！！

１）年次大会の簡素化

　年々出席率が低下している年次大会は、さまざ

まな要因が重なり合って大会の魅力が薄れて来て

いる。経費も約 3,000 万円ほどかかっているよう

だが、減額して出席者も会長、幹事、５大奉仕委

員長と新会員が出席し小回りの聞く「コンパクト」

な年次大会にしてはどうでしょうか ? 2590 地区と

しては対外に対して体面もあると思うがご検討を

お願いしたい。

２）ガバナー地区委員長任期の改正

　ガバナーの任期は１年ですが、１年では前半は

公式訪問、残りの後半だけでは思うような

行動が制限されてしまうので、２年に改正しては

どうでしょうか ?

　又、地区の委員長も２年とするよう提案いたし

ます。

３）米山奨学金

　初期の米山奨学生は日本の大学で学んでいるア

ジアの発展途上国の優秀な学生に、学費の一部を

協力し、卒業後はすみやかに母国に帰国し、自国

の発展のために貢献することが条件だったが、現

在では 99% に近い奨学生が帰国されず、日本の企

業や外国との合弁企業に就職している。約束が守

られていない。奨学生に約束を守るように指導し

てください。そうしない限り、奨学金離れが益々
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　　　タンザニア連合共和国大統領と私

進行してしまう。中国の学生が圧倒的に多いので

アフリカ大陸の学生にも目を向けて、バランスの

良い取り組みをお願いしたい。

４）交換学生のホームステイについて

　日本の住宅事情が外国の家庭と違って、ゲスト

ルームがある家庭が少ない。この制度が始まった

時点から話題となっていたが、一向に改善されて

いない。思い切って外部に委託することを提案し

たい。外部から見ればロータリーは丸投げしてい

ると思われるがそうではない。学生の休日に各ロー

タリーアンの家庭で日本文化体験 ( 茶会、食事会、

少旅行等 ) をサービスすることで日本での１年間

の留学生活が帰国後も思い出に残り、更なる交流

が深まると思います。

　　　　　チャリティーコンサート集合写真

５）新たな GSE に提案

　一昨年、私は横浜市長林文子氏の親書を持参し

てタンザニアに２週間の旅をした。首都のダルエ

スサラ - ムの駐日本大使館の岡田大使とダルエス

サラーム RC にメイキャップした時に、会長が社会

奉仕のプロジェクトの説明をしていた。アフリカ

では生後２、３年で幼児や小学生が感染症で死亡

する率が高いので、小学校に水の漉過機を取り付

けることと、飢えを無くする食糧の増産とに地区

内の RC と協働して奉仕活動を推進していると話さ

れていた。

　帰国後、横浜で第５回のアフリカ開発会議の最

終日６月３日、横浜動物園ズーラシアでタンザニ

ア連合協和国ジヤカヤ・ムリシヨ・キクウエテ大

統領と面会した時に大統領から日本のロータリー

クラブで医療と農業開発の人材育成の協力を頼ま

れた。

　昨年の 11 月 29 日首相官邸に菅義偉官房長官を

タンザニア駐日サロメ T. シンジヤオナ大使と訪ね

医師や農業開発の人材育成に必要な留学生の受け

入れについて懇談した。

　日本の RC でもアフリカに目を向けて、人材育成

の留学生の受け入れの推進をお願いしたい。

■次週の卓話　
　「橋の話」　廣瀬　健一殿
　　( 元三菱重工業横浜製作所勤務 )　　　　　　
　　　　　　　　　　　　週報担当　内田　　敏
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出席者

日時 平成26年1月8日（水）　 安藤公一 青木邦弘 千葉和裕 福村　正 新川　尚

18時30分～ 田川富男 後藤英則 今野丁三

欠席者

場所 クラブ事務所 太田勝典 漆原恵利子 山崎良三 倉本宏昭 増田嘉一郎

【報告事項】

地区： 1/31(金)18:30～ 第5グループ８クラブ合同例会 新横浜国際ホテル

12月末 ロータリー手続要覧2013版購入 40部オーダー済み (1月より為替ﾚｰﾄ変動）

来年度地区R財団奨学金・学友VTT委員長に新川尚氏就任の要請を受けて受諾した。

ｸﾗﾌﾞ： 2/5(水)18:30～ 第回理事・役員会 旭RC事務所

1/25(土)08:30～ 旭ズーラシア駅伝2014 安藤公一

交換留学生関連 1月11日～13日スキー合宿

1/5より後藤宅より青木宅へ移動

12月収支 本会計 昨年対比 （詳細別紙） ②交換留学生会計

収入 収入

支出 支出

収支合計 収支合計

特別会計 ③新地区補助金

収入 収入

支出 支出

収支合計 収支合計

①合算（留学生勘定は除く） 昨年対比 総合①＋②＋③

収入 収入

支出 支出

収支合計 収支合計

【審議事項】

大谷氏、山崎氏退会承認の件 承認した。

クリスマス例会決算報告 別紙のとおり承認した。

交換留学生の件 4月～6月前半までのホストファミリーが決まっておらず

早急にプログラム委員とも調整し、クラブ総会で議論する必要がある。

ロータリー手続要覧注文の件 US$８　ｘ　40冊をオーダーした。

理事欠員補填の件 山崎氏退会に伴い、佐藤氏に代わりの理事として入って貰いたい。

佐藤氏の意向確認等会長一任

その他

【確認事項】

1/12(日)第3回チャリティーコンサートは、メーキャップ扱い

以上
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