
２０１５年１月１４日　第２１８２回例会　VOL. ４６　No. ２６

■司　　会　副 SAA　 二宮麻理子

■開会点鐘　会　 長　増田嘉一郎

■斉　　唱　我等の生業　　　
　　　ＳＬ　田川　富男

■出席報告

■本日の欠席者
斉藤

■他クラブ出席者　　　　　
鈴木（横浜東 RC）

■ビジター　　　　
小野　照代様（岩沼 RC 会長）

松尾　光高様（岩沼 RC 幹事）

国井　真一様（岩沼 RC）

渡辺　真多様（岩沼 RC）　

■ 1 月誕生記念祝
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「ロータリーに輝きを」

2014-15年度 RI会長／ゲイリーC.K.ホアン　　RI.D2590ガバナー／大野  清一　　横浜旭RC会長／増田嘉一郎

Light  Up  Rotary  

横浜旭ロータリークラブ

■会長報告
１）１月 11 日の東日本大震災チャリティーコ

ンサートは、中学校高等学校９校 16 グルー

プの出演を得て、午後１時から６時まで、盛

大に行うことができました。また、募金も 12

万６千円余りを集めることができました。次

年度の復興支援活動に生かしていきたいと思

います。社会奉仕委員会、青少年奉仕・インター

アクト委員会、親睦委員会を始め、会員様の

協力に感謝します。

２）１月 12 日は、成人の日でした。古来から

成人を祝う風習は行われていましたが、一定

の年齢を超えれば成人という年齢基準ではな

く、「50 キロの石臼を運べたら、１人前の男

である」という様に一定の行為ができれば成

人と認めるという具合に、行為を基準に認め

ていたもので、成年式とか、成女式などと呼

ばれていたようですが、明治以降衰退していっ

たようです。明治以降は、男子は兵役につく

義務を課せられ、徴兵検査を受ける必要があ

り、この徴兵検査が成人式の意味をもち、成

人の日を制定するきっかけとなりました。

　戦後昭和 23 年に国民の祝日として、１月

15 日が「成人の日」と制定され、平成 12 年

にハッピーマンデー法に基づき、１月の第２

本日の出席数       28 名会  員  数 　 　 　 34 名

本日の出席率　96.55％ 修正出席率    　93.94％
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月曜日に改正されたものです。子どもから大

人になった自覚をもって欲しいと願って、自

ら生き抜こうとする青年を励ます日というこ

とです。

２）昨日１月 13 日は、当クラブ 45 年目の創

立記念日で、本日は創立記念例会ということ

になります。創立記念日というのは、創立時

の精神を思い起こして、今日あることへの先

人の苦労・功績に感謝し、改めて今後の活動

へ生かしていこうということであろうと思い

ます。

　本日の卓話は、チャーターメンバーである

二宮登会員の創立記念卓話であります。昨年

度末をもって横浜鶴峰ロータリークラブが活

動を終了し、今、当クラブは、旭区に存在す

る唯一のロータリークラブとなり、地域から

は、ロータリークラブとしての存在意義を問

われる立場となっております。他方、クラブ

内では財政問題、会員増強問題を抱え、抜本

的な改革を進めていかなければならない時期

に至っています。改めてチャーターメンバー

達の心意気を思い起こして、クラブの繁栄の

ために会員が一致団結して前進する機会とな

ることを願っております。

４）本日はこの創立記念例会に合わせて、友

好クラブである岩沼ロータリークラブから、

小野会長、松尾幹事を始め４人の方がお見え

になりました。

　友好クラブとはいっても、当クラブの方が

お世話になってばかりという感をもっており、

わざわざお見えいただき恐縮している次第で

す。短い時間で大したおもてなしもできませ

んが、当クラブ会員との親睦・交流を楽しん

でいただけたらと思っております。そして、

今後共、岩沼ロータリークラブとの友好関係

が益々親密になっていくことを、心から願う

次第であります。

■幹事報告
１）例会臨時変更のおしらせ

○横浜緑ロータリークラブ

日時　１月 28 日㈬点鐘 12 時 30 分

場所　青葉台フォーラム→

　　　ホテルパストラール横浜鴨居

　　　横浜市緑区鴨居 1-9-14　℡ 933-2551

■岩沼ロータリークラブより　　　　　　　

　皆さん、こんにちは。本当に心のこもった

お付き合いをいただいている事に心から感謝

申し上げます。おかげ様で復興も着実に進ん

でおり、元気になってきております。ぜひ岩

沼にきていただき、皆さんに元気になった姿

を見ていただきたいものです。大歓迎です！

写真上より順番に
小野さん、松尾さん、渡辺さん、国井さん



– 3 –

■親睦委員会　　　　　　　　　  市川　慎二

日時　１月 24 日㈯ 12 時～

　駿河湾沖で水揚げされる世界一大きな食べ

られるタカアシガニを是非ご賞味ください。

■社会奉仕委員会　　　　　　   福村　　正

　1/11 旭公会堂にて横浜旭ロータリークラブ

主催によるチャリティーコンサートを開催致

しました。資金援助いただいた会員、当日お

手伝いいただいた会員の方々におかれまして

は感謝申し上げます。

　チャリティーコンサートも今回で 4 回目と

なり、学生の間でも世代交代があり、旭区及

び周辺地区からもこのコンサートの認識が高

まってきています。

　熱演中！上 : 福村会員　　下 : 新川会員

　　　上 : 隼人高校の演奏

　　上 : 保土ヶ谷高校　　下 : 集合写真
　　　　参加者の人数にびっくり！

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

小野照代様、松尾光高様、国井真一様、渡辺
真多様 ( 岩沼 RC) ／明けましておめでとうご

ざいます。昨年は様々な奉仕活動を共に出来

ました事、大変嬉しく有意義にエンジョイさ

せて頂きました。岩沼クラブ会員一同感謝申

し上げます。本日は４名でおじゃまさせて頂

きます。今後ともよろしくお願い申し上げま

す。

増田嘉一郎／①岩沼ロータリークラブ小野会

長、松尾幹事、渡辺さん、国井さん、ようこ

そいらっしゃいました。楽しんでいらして下

さい。②二宮登さん、創立記念卓話楽しみに

しています。

漆原恵利子／①先週は急に欠席してしまいま

した。本年もよろしくお願いします。②岩沼

ロータリークラブ小野様、松尾様、渡辺様、

国井様ようこそいらっしゃいました。③二宮

さん、卓話楽しみです。

秋内　　繁／岩沼 RC の皆様、ようこそ。先日、
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岩沼ではお世話になりました。

市川　慎二／①岩沼 RC 小野会長、松尾幹事、

渡辺さん、国井さん、横浜旭 RC の例会へよう

こそお越し下さいました。かぶ、とても美味

しかったです。本年も宜しくお願い致します。

②チャリティーコンサートのお手伝いをして

頂いた会員の皆様、そして新川さん、福村さん、

有難うございました。

佐藤　利明／岩沼 RC 小野様、松尾様、渡辺様、

国井様ようこそ。

倉本　宏昭／①岩沼 RC の皆様ようこそ。②

チャリティーコンサート、皆様お疲れ様でし

た。当日都合で出席出来ませんでしたので、

ニコニコで勘弁して下さい。

五十嵐　正／①岩沼 RC の皆さん、本日はよう

こそおいで下さいました。大歓迎です。②社

会奉仕委員会の皆さん、先日のチャリティー

コンサートではお世話になりました。

岡田　清七／①岩沼ロータリークラブの皆さ

ん、お土産ありがとうございます。②二宮会

員の創立記念卓話、楽しみに聞かせていただ

きます。

安藤　公一／①二宮さん、創立記念卓話宜し

くお願いします。②岩沼 RC 小野会長、松尾幹

事、渡辺さん、国井さん、ようこそいらっしゃ

いました。先月の保育所訪問の際にはお世話

になり、ありがとうございました。

兵藤　哲夫／岩沼 RC の皆様ようこそ。歓迎致

します！！

関口　友宏／クラブ創立 45 周年を祝し、岩沼

RC の皆さんをお迎えして。

安藤　達雄／①二宮さん、本日は創立記念卓

話よろしくお願いします。②岩沼 RC の皆さん

ようこそ。又、お土産を頂きありがとうござ

います。

二宮　　登／旭 RC45 周年お目出とうございま

す。温暖化で農業生産地が日本列島を北上す

る話をいたします。

今野　丁三／①岩沼 RC の皆様ようこそいらっ

しゃいました。②誕生祝いをいただきました。

おんとしウン歳です。残り少なくなってきま

した。

田川　富男／①岩沼 RC の皆様、創立記念卓話

に出席頂きまして、ありがとうございます。

②二宮さん、卓話よろしくお願いします。

二宮麻理子／チャリティーコンサートお疲れ

様でした。

鈴木　茂之／岩沼ロータリークラブの小野会

長はじめ松尾様、渡辺様、国井様ようこそい

らっしゃいました。皆さん寒い日が続きます

ので体調に気をつけて下さい。

■横浜旭ロータリークラブ創立記念卓話
　　　　　　　　　　　　　　　二宮　　登

「温暖化で農業生産地が日本列島を北上する」

　阪神淡路大震災後、平和だった日本列島が

またもや東日本大震災にみまわれ、年を増す

ごとに自然災害が列島を襲いかかった。巨大

台風、大洪水、大規模な土石流と火山噴火、

温暖化の影響で大雪、竜巻発生し、人間と農業、

漁業に大打撃を与えて災害列島を記録した。

私達の生命

　私達の生命を保ち続けて行く為には最低の

水と食糧が必要です。温暖化が進行する中で

日本列島は南北につらなる列島の土地を開拓

し温暖化に対応した活用、方法、新品種の開

発で、良い結果を出せる経営が求められてい

る。

○日本人の主食「米」はどうなっているのか ?

　鹿児島県の主力の米「ヒノヒカリ」はお盆

すぎには稲穂が出るが、この時期に平均温度
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が 27℃を超える日が続くと、種が十分に成長

しないので混暖化の影響をもろに受けている。

・滋賀県の米

　西日本の更は気温が上がりやすいので、夏

　の高温が続くと 1990 年代後半から白濁した

　米が出来て味が落ち、１等米の品質が全国

　の 40% と急落して来た。

・新品種開発で北上ストップ

　このまま温暖化が進行すると今世紀末には、

　九州地方や中国地方では「米」の栽培が難

　しくなるので高温に耐える品種改良が求め

　られている。

・鹿児島県の新品種

　鹿児島県は「ヒノヒカリ」と「コシヒカリ」

　を交配して高温に適応した「あきほまれ」　

　を開発した。「あきほまれ」は夏の気温が下

　がり始めた時期に出穂し、収穫時期を 10 日

　ほど遅くなるように改良した。

・滋賀県の新品種

　滋賀県では「ヒノヒカリ」と「ひとめぼれ」

　を交配して「みずかがみ」を開発した。

・熊本県の新品種

　「森のくまさん」を開発した。

・佐賀県の新品種

　「さがひかり」を開発した。

　いずれも高温に耐える品種を開発し、米の

栽培地の北上を遅らせることが出来た。現在

も未来も米の生産量は北海道がトップです。

麦にも温暖化の影響が表れた。

　麦は冬の高温化で幼穂が凍霜害を受け、生

育が早まり、品質と収量が低下する。

○高温でフルーツはどうなるのか ?

　みかんは成熟期に高温多雨により、果皮と

果肉が分離する浮皮症が発生する。又、夏場

の水不足で強い日射しで果実の表面に日焼け、

着色が不良となる。温暖化が進行すると今世

紀中ごろには東北の沿岸部、福島県、宮城県

に生産地が広がり北海道の西南暖地の沿岸部

まで生産が広がっていくだろう。

　りんごは温暖化で今世紀中ごろには北海道

全域が栽培地となる。りんごも高温多雨で着

色が悪くなる。山形地方で果皮に変色が表れ

た。

○南国生まれのフルーツが北上する。

・パッションフルーツ

　千葉県で栽培研究が始まった。

・マンゴー

　石垣島の RC 会員が、北海道で３～４年前か

　らマンゴーの栽培研究を始めて、昨年は見

　事なアップルマンゴーが収穫された。

・ドラゴンフルーツ

　飛騨高山で栽培されている。(ハウス )

・アボガド、バナナ

　横浜で栽培研究が始まった。(ハウス )

○野菜

・明日葉　

　12 ～ 13 年前より温暖化で旭区で路地栽培

　が可能になった。

・タロッコ (ブラッドオレンジ )

　宇和島で栽培

　イタリア原産のタロッコは、地中海沿岸の

　シシリ島、スペインバレンシア地方のフルー

　ツを宇和島で栽培が始まった。

○ 21 世紀は「水」の時代

　異常気象で世界の食糧生産地の水不足、世

界人口増加で二重の「水」不足となり、水源

地のぶん取り合戦が起こる。海に固まれ山林

が多い日本では考えられないと思うが、すで

にアジアの裕福な個人により北海道の一部で

水源地の買収が行われている。

　農地は農地法で買うことが出来ないが、山

林の場合は農地法に触れないため地区の農業

委員会に関係なく買収され登記され、その後、

発見は困難です。

　山梨県の南アルプスの水源地、富士山の水

源地が狙われる。要注意。

■次週の卓話
　1/28 ㈬　
　 兵 藤　 哲 夫 会 員　　　　　　 　　　　      

　　　　　　　　　週報担当　杉山　雅彦   
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収入

支出

収支合計

収入

支出

収支合計

収入

支出

収支合計

収入

支出

収支合計

場所　クラブ例会場 　佐藤真吾　　 佐藤利明　内田　敏　　齋藤善孝

２０１４～２０１５年度　第9回　理事・役員会議事録
日時　平成２７年１月７日 　　出席者

　増田嘉一郎　新川 　尚　青木邦弘　安藤公一　田川富男

　　欠席者

【報告事項】

１）クラブ

　　1月11日(日) チャリティーコンサート

10,474,995 6,111,151 △252,893

　　1月13日(火) 旭ＲＣ創立記念日

　　1月14日(水) 第４回クラブ協議会

　　2月4日(水) 第１０回理事・役員会

２）1２月収支

　　　①本会計 予算 1２月末累計 昨年1２月末累計対比

10,477,078 5,527,152 300,272

△2,083 583,999 △553,165

　　　②特別会計 予算 1２月末累計 昨年1２月末累計対比

1,500,000 850,780 10,780

900,000 289,616 175,630

600,000 561,164 △164,850

　　 ③①＋②合算 予算 1２月末累計 昨年1２月末累計対比

11,974,995 6,961,931 △242,113

0

243,984

【審議事項】

１）岩沼ロータリークラブと災害対策相互扶助協定を締結する件

11,377,078 5,816,768 475,902

597,917 1,145,163 △718,015

　福村　正　後藤英則　漆原恵利子

下記議案について承認された。

　  に黒瀬会員と話合ってもらうこととなった。

　　倉本宏昭会員から、出席規定の適用免除を平成２７年１月１日から同年１２月３１日まで

  　１２か月延長したい旨の申請が提出されたので、この期間の欠席を認める。

【協議事項】

１）当クラブ財政再建の件

　　例会費１２月分　200,880円－ビジター登録料2,000円＝198,880円（１回33,147人）

　　災害対策ＷＧより、当クラブと岩沼ロータリークラブとの間で、災害発生による緊急時に、被災

　  したクラブは他方のクラブに、一時的にクラブの事務局機能を委託し、他方のクラブは情報収集

　  や緊急対応等を代行し、被災地域への迅速な支援を行うことを骨子とする災害対策相互扶助

　  協定を締結すべきであるとの答申があった。この相互扶助協定を締結することとする。

　　この件について岩沼ＲＣとの交渉担当は、五十嵐座長とする。

２）倉本宏昭会員の出席免除延長の件

　　　 ④地区補助金

243,984

２）黒瀬一敏会員の会費の件

　　黒瀬一敏会員の意向について、意見を諮ったところ、チャーターメンバーである安藤達雄会員

【確認事項】

１）１月11日のチャリティーコンサートに奉仕した会員は、メークアップ扱いとする。
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2015~2016 年度 横浜旭ロータリークラブ 

第二回 理事（役員）会議事録 
日時  平成 27 年 1 月 7 日（水） 
    18 時 30 分より 
 
場所  クラブ事務所 

出席者   
新川尚 福村正 関口友宏 五十嵐正 田川富男 安藤公一   
市川慎二 増田嘉一郎 二宮麻理子 
欠席者 
青木邦弘 太田勝典 佐藤真吾  

【報告事項】 
1 次年度クラブ組織について 

別紙の通り承認された。 
2  次年度会長方針 

ガバナー方針が発表されてから報告 
 
【審議事項】 

1 メーキャップについて 
① 理事役員会、クラブ協議会、その他理事役員会承認行事及び、地区並びに 

クラブ各種委員会、ＩＭ、地区大会、情報集会、7 クラブ合同例会                   
② 奉仕活動は基本的にメーキャップとなり、直近の理事会で確認をする。   承認 

  
2 祝い事記念品について 

会員誕生日 皆出席 奥様誕生日 ひな祭りに記念品を贈る事とする。   承認 
 
3  岩沼ＲＣとの共同チャリティーコンサートについての報告と、委員会立ち上げについて 

横浜旭ＲＣによる高校生東日本大震災被災地見学の際、岩沼ＲＣによるチャ 
リティーコンサートからの招待及び共同参加により、共同チャリティーコン 
サートを検討したいと新川会長より報告された。 
 
社会奉仕委員、災害復興支援委員を中心に、共同チャリティーコンサート検 
討委員会を立ち上げ、計画案を作成し、理事会に提出する事を決議した。 
また、委員の選任については自薦他薦を問わず、会長に一任とする。    承認 

 
4  その他 

ニコニコスマイルへの寄付目標額は、年間 25.000 円以上とする。     承認 
 
第三回理事（役員）会は 2 月 4 日（水）を予定               

                
                以上 
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平 成 2 6 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

％

％

％

％ ％

10日 20日

98.49

秋　内　　繁

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

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

31
26

３日

83.87

31
31 100

31
30 96.77

31
31 100

％

％

26
24 92.31

26
26 100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

75

75

100

50

100

75

100

100

100

75

25

25

0

25

25

0

0

0

0

0

25

25

0

50

75

0

50

0

0

25

125

125

100

125

100

100

100

100

100

100

100

100

100

125

175

75

150

100

100

100

100

75

75

50

100

100

100

75

50

100

100

100

100

100

100

25

25

25

0

0

25

25

50

0

0

25

0

0

100

100

100

75

100

100

125

100

100

100

100

125

100

100

太　田　勝　典

太　田　幸　治

斎　藤　善　孝

桜　田　裕　子

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

杉　山　雅　彦

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

内　田　　　敏

漆　原　恵利子

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－

名　誉　会　員

－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－

24日

％

％

33
29 87.88

33
31 93.94

－出席規定免除－


