
２０１４年 ６月１８日　第２１５５回例会　VOL. ４５　No. ４７

■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　手に手つないで　　
　　　ＳＬ　新川　　尚

■出席報告

■本日の欠席者
鈴木　佐藤

■他クラブ出席者
佐藤 ( 横浜鶴峰 RC)

■ビジター
津曲　俊行様 (横浜鶴峰 RC)

寺尾三樹男様 (横浜鶴峰 RC)

■ゲスト
秋内　　繁様 (元福岡南 RC 会員 )　

ナムフォン・ナラサワットさん (青少年交換学生 )

■皆出席者表彰

本日の出席率　93.33％

本日の出席数    28 名会  員  数 　 　  33 名

修正出席率   　100％
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市川　慎二会員　　　　２年

杉山　雅彦会員　　　　１年　

■会長報告
　大雨が続いていた後は、梅雨はどこへ行っ

たのというくらいの好天が約１週間続いて、

暑さも増してきています。皆様これからの季

節をご無事に且つお元気にお過ごし頂きたい

と思います。

　先日の日曜日にサッカーワールドカップで

JAPAN は残念ながらコートジボアールに１- ２

で敗れてしまいました。今週金曜日 20 日のギ

リシャ戦、25 日のコロンビア戦に何とか勝利

し、何とか決勝トーナメントに進んでいって

貰いたいと思っています。それぞれ朝７時と

５時のキックオフですが皆で応援しましょう。

　ガンバレニッポン！

　もう一つのフットボール楕円球の話題です

が、石川県金沢市で大学ラグビー早慶戦が去

る日曜日に開催され、観戦に出向いてきまし

た。現日本ラグビー協会会長の森喜朗元首相

のご生家の根上町にも立ち寄り、資料館も見

てきました。近くには松井秀樹ミュージアム

もありました。昭和 23 年の夏合宿に米がたら

ふく食えるところということで、森元首相の

お父上の森茂喜先輩（昭和 8 年卒）に呼んで

頂き、同地の小学校で早大ラグビー部の当時

の現役 40 名余りが合宿をさせて頂いた訳で
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す。森元首相いわく、この時の借金をかえす

のに親父は 10 年かかったとのことでした。因

みにこの森茂喜先輩は、根上町町長を９期 36

年間 < 昭和 28 年～平成元年）勤められ、自治

体首長としては最多記録、平成元年４月に体

調不良を理由に辞職され、同年 11 月にお亡く

なりになりました。地元への産業誘致や高速

道路建設、旧ソ連との友好等々で地元のため

に尽力された方だったと聞いています。

　安藤会長年度も残すはあと１回の例会とな

りました。皆様の協力のお蔭で今のところ修

正出席率 100％を維持しております。どうせ

なら２年度連続 100％を達成したいと思いま

す。皆様の更なるご協力をお願いします。

　本日は、元福岡南 RC におられ当クラブへの

移籍をご希望されている秋内様、これから立

ち上げるプロバスクラブのご説明にお出で頂

いた鶴峰 RC の津曲様、寺尾様、そして交換留

学生のナムフォンさんがいらっしゃっておら

れます。

　本日は、会長・幹事のこの１年を振り返っ

ての話をさせて頂きます。宜しくお願いしま

す。

○地区関係

１）6/14 ㈯に財団奨学生のオリエンテーショ

ン並びに壮行会が 2590 地区と 2780 地区合同

で開催され、新川さん、増田さんと共に参加

してきました。驚いたことは、奨学生は圧倒

的に女性が多いこと。今回出発される方々の

内、男性は当クラブ推薦の高橋さんだけでし

た。日本女性の逞しさと優秀さに感心してき

ました。

２）6/28 ㈯に青少年交換留学生の修了式がナ

ビオス横浜で予定されています。青木さん、

漆原さん、後藤さん宜しくお願いします。

３）6/28 ㈯に鶴峰 RC の最終例会がキャメロッ

トジャパンにて 18 時より開催されるとの連絡

が入りました。できる限り参加して頂きたい

と思います。

○クラブ関係

１）6/25 の今期最終例会は、夜間例会となり

ます。

２）交換留学生ナムフォンさんの送別会を企

画しました。詳しくは青木さんより後ほどご

案内があります。7月 8日㈫ 18時から謝朋殿、

会費 3,000 円です。

３）畠山重忠慰霊祭が 6/22 ㈰午前 10 時より

鶴ヶ峰本町の薬王寺にて開催されるとの連絡

が旭区観光協会からありました。私が参列し

て参ります。

■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　６月 25 日㈬最終移動例会

　　　点鐘　12 時 30 分

場所　たまプラーザ和料理さら

　　　プラザサウスウエスト１F

　　　℡　045-903-1460

○大和ロータリークラブ

日時　７月８日㈫→移動例会　野郎会

　　　点鐘　18 時 30 分

場所　冨久水

日時　７月 29 日㈫取り止め例会

日時　８月 12 日㈫取り止め例会

■プロバスクラブについて　　    津曲 俊行

　ご案内のように今年度をもって横浜鶴峰

ロータリークラブはその活動を終結すること

になりました。長い間お世話になり有難うご

ざいました。これまでのご厚情に心より感謝

申し上げます。また、この活動終結に際して

会員の有志を核にプロバスクラブを設立して

活動して行きたいので提唱クラブとなって頂

きたいとのお願いを申し上げたところ快くご

承諾下さって本当に有難うございます。

　プロバスクラブはロータリーの提唱によっ

て生まれ、「ロータリーの関連団体」として公

式に位置付けられておりますが、詳細は「ロー

タリーの友」2004 年９月号に記事があります

のでそのコピーをご覧下さい。既に日本国内



高校３年生は授業が多くないけど、やはり難

しいです。日本語はまだ下手ですけど、あき

らめずに勉強します。日本語の最も困る事は

話すことです。自信がありません。しかし私

は日本語を忘れたくないので、タイに帰った

ら日本語の塾と自分で勉強するつもりです。

　これから帰るまでに、発表をする予定がた

くさんあります。大変だけれど学校の友達が、

私の発表を一緒に考えてくれてとても嬉し

かったです。皆は良い先生でした。

　学校の体育の事を話します。私はサッカー

をやっていました。サッカーを見ることは大

好きです。しかし、運動することがあまり

好きでないので、サッカーを好んでやろう

とは思いません。一番好きなサッカー選手は

Frank lampard です。最近、lampard さんは

Chelsea というサッカーチームをやめたけれ

ど、サッカー選手を続けています。頑張って

ほしいです。

　次は最近活動した事を話します。6/1 に私

の従兄がタイから日本に旅行に来たので、私

は従兄と一緒に芝桜を見に行きました。ほと

んど散っていたけれど、まだきれいでした。

まわりの景色もきれいで、晴れていたので富

士山も良く見えました。次の日ディズニー

シーに行きました。暑かったけれど楽しかっ

たです。また、6/8 に留学生の友達とローテッ

クスのみなさんで富士急ハイランドに行きま

した。13 個のアトラクションにのりました。

ジェットコースターたかびしゃはのりません

でした。ふじやまは２回のりました。首と腰

が痛くなったけど、本当に楽しかった。これ

から予定がたくさんあってハードですが、残

り日本にいる時間はたくさん良い思い出を作

りたいので、がんばります。
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に 103 クラブ、神奈川県内には５クラブあり、

大きいクラブは会員数 100 名を超えているク

ラブもございます。

　プロバスクラブは設立後全く自主的に運営

されますが、我々はロータリーの精神を大事

に、とりわけ親睦と奉仕に取り組んでいきた

いと考えております。

　また、許しが得られれば旭区民祭りやその

他の地域イベント等にも積極的に参加して行

きたいと思っているところです。今後とも旭

ロータリークラブの皆さんのご指導とご協力

をお願い申し上げます。

＊「プロバス (Probus)」というのは造語です。

専門職Professionalの Proと実業 (business)

の bus を取ってつくられた言葉です。

　プロバスクラブは RI の公式プログラムでは

ありませんが、RI 理事会が地域社会の高齢者

に対する活動として、推奨をしている組織で

す。RC がスポンサーとなって設立され、ロー

タリーの分類でいえば、社会奉仕活動の一翼

を担うものです。プロバスの目的は、リタイ

ヤしたけれども、活動する能力のある人々が、

少なくとも月 1 回以上会合を行い、ゲストス

ピーカーや会員の卓話を聞いたり、同じよう

な環境や興味を持つ会員との交流・親交によ

り共感や価値ある活動の機会を提供し、意義

ある生活を推進する事にあります。

■雑誌委員会　　　　　　　　　  田川　富男

○ロータリーの友６月号の紹介

　今期、最終のロータリーの友です。毎月、

安藤達雄雑誌委員長から次月の「友」紹介を

依頼され、必ず委員長から３～４ヶ月前には

依頼予告があります。責任感でしょうか、委

員も気合いが入ります。

　６月号の紹介をします。親睦活動月間とし

て、横組み７ページから世界と各地でのロー

タリーの基本、親睦を紹介しています。当た

り前ですが、親睦なくしてロータリーは存在

しません。独自の親睦が世界各地で活動して

います。12 ページには、2014 年フォトコンテ

ストの入選作品が掲載されています。。

■ナムちゃん近況報告
　　　　　　　　 ナムフォン・ナラサワット

　皆さんこんにちは！後 1 ヶ月しか日本にい

ないので、出かけることが多く少々疲れます。
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■ニコニコ box( 会員敬称略 )

津曲俊行殿 ( 横浜鶴峰 RC) ／長い間お世話に

なりました。本年度を以て我がクラブは 36 年

の活動を終結致します。今後も形は違うかも

知れませんが、お付き合いを願えればと考え

ております。

寺尾三樹男殿 ( 横浜鶴峰 RC) ／長い間、大変

お世話になりました。またこのたびのプロバ

スの件については心苦しく思いますが、どう

ぞ宜しくお願い致します。

安藤　公一／①秋内様、鶴峰 RC より津曲様、

寺尾様ようこそお出で頂きました。②ナムフォ

ンさん、最後の例会参加ですね。宜しくお願

いします。③倉本さんお久し振りです。

福村　　正／①本日で通常の最後の例会とな

ります。一年間ありがとうございました。②

秋内様ようこそ。津曲様ようこそ。

増田嘉一郎／先週、急に例会に来れなくなり、

皆様にご迷惑をおかけしました。次期ガバナー

補佐には謝罪しました。

安藤　達雄／いよいよ一年の終わり、会長幹

事をはじめ役員の皆さん、大変ご苦労さまで

した。

関口　友宏／①安藤さん、福村さん、一年間

誠にご苦労さまでした。②津曲さん、寺尾さ

んようこそ。

倉本　宏昭／①安藤会長、福村幹事他役員の

皆様、一年間お疲れ様でした。何の役にも立

てない一年間でした。申し訳ありません。②

お客様の皆様ようこそ。

岡田　清七／①安藤会長、福村幹事、お世話

役の皆さん、ご指導ありがとうございました。

②兵藤会員、先日駐車場でご誘導ありがとう

ございました。感謝です。

内田　　敏／津曲さん、寺尾さんようこそ。

吉原　則光／今年度もいよいよ最後になって

きました。有終の美で終わりたいですね。

漆原恵利子／①秋内様、津曲様、寺尾様よう

こそ。②ナムちゃんの滞在期間も残りわずか

となりました。定例の参加は本日が最終にな

りますが、帰国迄の間にもう一度例会に参加

しますとのことです。ナムちゃん、あっとい

う間の一年間でしたね。よく頑張りました。

いい思い出がたくさんできたと思います。タ

イに帰ってからも元気に頑張って下さい。ま

た日本に戻ってきたら会いましょうね。

市川　慎二／①いよいよ今年度の最終例会を

残すところとなりました。安藤会長、福村幹

事一年間本当にありがとうございました。②

皆出席ありがとうございます。

斉藤　善孝／安藤会長、福村幹事もうすぐ大

役も終わりですね。一年間ご苦労様でした。

杉山　雅彦／おかげ様で、入会１年、本日、

皆出席表彰を頂きました。これも皆様のご支

援のおかげです。これからも頑張りますので

引き続き宜しくお願い致します。

北澤　正浩／安藤会長と役員の方々、一年間

おつかれさまでした。

■卓話「この一年をふりかえって」　　                 

○幹事所感　　　　　　　　　　 福村　　正

　今期、安藤会長より幹事に指名いただき一

年間幹事席に座らせていただきました。先輩

方はご存じのことでしょうが役目をいただく

ことはまさに見ているのとやるのでは全く感

じ方が異なりました。

　本来ならば各委員会を経てから役目をいた

だくべきであるにもかかわらず、社会奉仕委

員会しか経験のないままに幹事業務をスター

トしました。あらゆる段取りも分からないま

まのスタートで最後まで安藤会長におんぶで

したが、いかなる時も会長方針を堅持してい

くと決めていました。気持ちの上では一枚岩

で行こうと思ってはいましたが、そのほか全

てはガッタガタでした。そんな体たらくでは

ありますが、この一年でクラブへの理解や愛

着は深まりました。

　今後も横浜旭 RC のメンバーとして頑張る所

存です。ご指名くださった安藤会長はじめ先

輩会員の方々には感謝しています。



動を続けていくには財政的に厳しいことは会

員皆様のご認識頂いているとおりで、会員増

加は引き続きの当クラブの大きな課題です。

　本年度は、ロータリー財団地区補助金（未

来の夢計画）で当クラブ最大イベントである

「東日本大震災復興支援チャリティーロックコ

ンサート」を賄えたことは特筆すべき点です。

補助金獲得に関わられた方々に改めて心より

感謝申し上げます。今後も会員の皆様のお知

恵をお借りしながら継続を希望する奉仕活動

の一つです。

　一年間の会長職を振り返るに当たり、今年

度の活動を例会の会長報告をベースに年表風

に半年毎にまとめてみました。

　年度初めから振り返ると二宮麻理子さん、

鈴木さんの入会から始まり、交換留学生ナム

フォンさん到着、ホームページ開設、体験例会、

区民まつり、クリスマス会、岩沼の保育園で

のクリスマスプレゼント配布、チャリティー

コンサート、横浜パレード、鶴峰 RC・岩沼 RC

との合同旅行と色々と会員の皆様のご協力と

ご理解無しではとても実施できなかったこと

ばかりです。

　改めて我がクラブの結束力の強さを感ずる

と共に会員の皆様の絶大なる実行力に大いに

感心、そして感謝し、またそのような素晴ら

しい会員の皆様がいる横浜旭ロータリークラ

ブの一員であることを大いに誇りに思う次第

です。

　頼もしい仲間と活動を共にすることはとて

も嬉しいことでした。楽しく会長を務めさせ

て頂きました。この一年でそれ以前よりロー

タリークラブを好きになりました。良き仲間

に出会えた幸運と会長職という貴重な機会を

与えてくださった諸先輩方に心より感謝申し

上げます。

　これからもこの「嬉しい」・「楽しい」・「大

好き」・「ついてる」・「ありがとう」を忘れず

にロータリーライフ、そして人生を過ごして

いきたいと思っています。

■次週の卓話 (7/2)　
　新年度開始
　会長幹事ほか　役員就任挨拶　　
　五大奉仕       　
                     週報担当　内田　　敏
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○会長所感　　　　　　　　　　 安藤　公一

　第 45 代の会長を拝命し、諸先輩方が 44 年

間に渡り積み重ねてきた横浜旭 RC の歴史と伝

統と数多くの輝かしい実績を決して汚すこと

なく、少しでも上積みができるようにと微力

ながらも１年間尽力してまいりました。

　昨年７月３日が安藤年度の第一例会で通算

2109 回の例会、来週の夜間最終例会が 2156

回ですので、47 回の例会、そして 14 回の理

事役員会、持ち回りが３回、クラブ協議会を

５回開催しました。

　就任当初は、一年間を振り返ってのご挨拶

をするというイメージは全く持つことができ

ませんでしたが、過ぎてしまえば「あっ」と

いう間という感じです。理事・役員の方々を

始めとする会員皆様のお蔭をもちまして何と

か１年間を乗り切ることができ、安堵してい

るというのが今の偽らざる気持ちです。

　しかしながら、結果として充分な成果とい

うには些か物足りないものとなってしまった

ことも事実です。これは一重に私自身の力不

足と不勉強によるものと大いに反省していま

す。至らなかった部分に着いては、今後のロー

タリー活動を通じて穴埋めしていきたいと考

えています。

　本年度中に３名の退会者と２名の入会者が

あり、年度末には昨年対比１名減で次年度に

引き継がざるを得ないことは甚だ申し訳なく

思っております。

　幸い次年度早々には２名以上の移籍入会者

がおられる予定ですので、会員総数 34 名以上

でスタートが切れることは、大変喜ばしく胸

をなでおろしている状況です。

　ただ、この会員数では、従来通りの奉仕活
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平 成 2 6 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

％

％

％

％ ％

14日 21日

100

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

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

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

28
24

７日

85.71

28
28 100

28
24 85.71

28
28 100

％

％

29
27 93.10

29
29 100

100

100

50

100

100

100

100

100

100

100

75

100

100

50

100

75

100

100

75

100

0

25

50

0

0

0

25

0

0

100

25

0

0

50

0

25

0

0

25

100

100

125

100

100

100

100

125

100

100

125

100

100

100

125

100

100

100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

50

75

100

100

100

75

100

0

25

0

0

0

0

50

25

0

0

0

25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

太　田　勝　典

斎　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

関　口　友　宏

杉　山　雅　彦

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

内　田　　　敏

漆　原　恵利子

綿　貫　守　一

矢　田　昭　一

吉　野　寧　訓

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

松　本　良　彦

－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－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

28日

％

％

30
30 100

30
30 100

－出席規定免除－

名　誉　会　員


