
■司　　会　幅 SAA　斉藤　善孝

■開会点鐘　会　長　新川　　尚

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想　　　
　　　ＳＬ　福村　　正　

■出席報告

■本日の欠席者　　
佐藤（真）、二宮（麻）

■ゲスト　　　　　
宋　　謹衣様（米山奨学生）

■１月誕生記念祝

今野　丁三会員　　　1.26

二宮　　登会員　　　1.7

太田　幸治会員　　　1.12

■ 2016 年年男（申）
安藤　公一会員　　岡田　清七会員
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佐藤　真吾会員　　新川　　尚会員

松本　英二会員　　北澤　正浩会員

■会長報告
　皆様明けましておめでとうございます。本

年も宜しくお願いします。

　年末年始はいかがお過ごしでしたでしょう

か。今年は風も無く、晴天が続き穏やかなお

正月だったと思います。私はダラダラと過ご

していたら太ってしまいました。

　来週の月曜日（11 日）はいよいよ第５回チャ

リティーコンサートが開催されます。年々参

加校が増え、規模も拡大し地域のイベントに

育ってきたなと感じます。既にご案内の通り、

今回は仙台の常盤木学園の生徒達が出演しま

す。それに伴って前日（10 日）に交流会を予

定しています。詳細は福村部会長からあると

思いますが、会員皆様のご理解、ご協力とご

参加をお願いします。

　遅くなりましたが、昨年のクリスマス例会

に多数ご出席頂き、ありがとうございました。

親睦委員会の皆様、企画から当日の運営まで、

本当にお疲れ様でした。お蔭様で皆様とても

楽しまれているようでした。改めてお礼を申

し上げます。

　岩沼のさくら幼稚園からクリスマスプレゼ

ントのお返しとしてリンゴが届きました。是

非、お持ち帰り下さい。

「世界へのプレゼントになろう」

2015-16年度 RI会長／Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン　　RI.D2590ガバナー／箕田　敏彦　　横浜旭RC会長／新川　　尚

Be a gift to the world  

横浜旭ロータリークラブ

修正出席率 　  96.30％本日の出席率    92.86％

本日の出席数       26 名会  員  数 　 　 　 32 名
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○地区関係

１）地区研修セミナー

日時　２月５日㈮午後３時～

場所　メモワールプラザソシア 21

　対象は入会３年未満の新会員、会長、幹事、

クラブ研修担当者となっております。該当す

る方はご出席をお願いします。

２）第５回日台ロータリー親善会議のご案内

日時　６月５日㈰午後２時～

場所　石川県立音楽堂コンサートホール

　　　（JR 金沢駅前）

登録料　20,000 円／１人

記念講演　田中作次 RI 元会長、

　　　　　黄其光 RI 直前会長

　参加される方は事務局までご連絡下さい。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○新横浜ロータリークラブ

日時　１月８日㈮→６日㈬夜間例会

場所　新横浜国際ホテル２階上野桜木

日時　１月 29 日㈮→ 27 日㈬

　　　７クラブ合同夜間例会

日時　２月 26 日㈮→ 27 日㈯

２）本日、午後 6 時 30 分より仕立屋にて第

12 回理事会開催致します。理事の方はご参加

お願い致します。

３）1月のロータリーレート

　　１ドル＝ 120 円

４）クラブ会費は１月中にお願い致します。

５）1 月 20 日㈬午後 6 時 30 分よりクラブ協

議会です。各委員長はご準備をお願いします。

■ IM のおしらせ
　　　　　　　ホストクラブ　横浜あざみ RC

開催日　２月 27 日㈯

　　　　登録開始　12 時 30 分

　　　　点鐘　　　13 時 30 分

会場　　新横浜国際ホテル

登録料　8,000 円

第１部　グループ内クラブより報告

　　　　「平和につながる活動」

第２部　講演と歌

　講演「オープンマインドを現代に活かす

　　　　-小泉八雲に学ぶ -」

　小泉　凡（島根県立大学短期大学部教授）

　歌　短編物語「雪女」より、ペチカ、早春賦、

　青山　恵子（メゾソプラノ）

　原　なぎさ（ピアノ）

第３部　懇親会

■災害対策委員会　　　　　　増田嘉一郎

　昨年 12 月 21 日、岩沼へ被災地児童へのク

リスマスプレゼントを配りに、安藤公一さん

と行って来ました。岩沼さくら幼稚園で約

200 名の園児に、岩沼 RC からも４人の方がサ

ンタに参加してくれました。お礼のポスター

と写生を受け取って来ましたので回覧します。  

　その際いただいた「りんご」は持ち帰れな

いので送って戴き、本日入口に置いてありま

すので、帰りにお持ち帰りください。

　岩沼 RC では、当クラブが回った他にも、身

障者用の施設にクリスマスプレゼントを配布

しており、そこには、保育園や幼稚園に行っ

ていない子どもを遊ばす施設が併設されてお

り、そこに合流して、その子ども達に岡田会

員から提供のあったドーナツ券を配布して来

ました。岩沼 RC におんぶにだっこでお世話に

なっている事が気になっていましたが、岩沼

RC としても大切なプロジェクトであることを

知り、また会長からこのプロジェクトを長く

続けていきたいという話を聞き、少し気が楽

になって帰って来ました。

　岩沼、さくら幼稚園でのクリスマス会の様子
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　　　子どもたちからのお礼のポスター

■チャリティーコンサート部会　 福村　　正

　1 月 10 日㈰、11 日㈪と 2 日間にわたりコン

サートを開催致します。6 頁に詳細内容を載

せてあります。今回は岩沼 RC より７名の会員

と 11 名の生徒達がお見えになります。横浜旭

RC として会員の皆様のご協力をお願いする次

第です。

■国際奉仕委員会委員長会議報告　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 　漆原恵利子

日時　11 月 27 日㈮

場所　メモワールプラザソシア 21

１）蓑田ガバナー挨拶　

　一言で国際奉仕委員会の活動といっても各

クラブによってクラブの事情も様々であり、

国際奉仕に対するとらえ方や内容は違いが

あって当然であります。来期は韓国にて国際

大会がありますので、是非ご参加ください。

海外との交流を行う上では各国の法律や習慣

などの制約を受ける場合もあり、困難はつき

もので、姉妹クラブを持つというのも有効だ

と思います。各クラブで様々な工夫をお願い

します。

２）中村地区国際委員長挨拶

　先に全クラブにたいして行ったアンケート

の協力に感謝。うち 16 クラブは計画なしとい

う回答であった。理由としては資金不足、人

員不足が挙げられたが、本日の発表を参考に

何らかのヒントを持ちかえって、挑戦してい

ただきたい。

３）地区内から交際奉仕活動事例発表

・ベトナム日本語学校支援　　川崎麻生 RC

・ネパール国　スリ・ジャナタ小学校

　給食費他支援活動　　　　　横浜戸塚 RC

・バヌアツ共和国への国際医療奉仕

　　　　　　　　　　　　　　川崎北 RC

　ネパールの小学校への支援活動の発表は当

クラブの例会でスライドと共にお話を伺った

事があり、会議にはその小学校の校長先生が

来場されており支援への感謝の挨拶を述べら

れた。それぞれの発表を聞いて、その努力と

成果には感心させられたが、こうした支援は

どこまでやれば終わりなのか、いや、終わり

はないと考えさせられた。何事においても一

つ事を始めたら最後まで責任をもって全うす

る事が当然ですが、終わりのない支援を計画、

実行するには慎重にならざるを得ない。今年

度すでに半分が過ぎてしまったが、身近な国

際交流、異文化の相互理解を目指したい。　

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

新川　　尚／明けましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願いします。

市川　慎二／①新年明けましておめでとうご

ざいます。本年も宜しくお願い致します。②

12/29 に卓話にいらして頂いた八重樫選手が

日本人として３人目の３階級制覇を成し遂げ

られました。応援して下さった皆様、有難う

ございました。③吉野さん、お久しぶりです。

宋さん、ようこそ。

吉野　寧訓／今年も宜しくお願い致します。

吉原　則光／祝、旭ロータリーのますますの

発展、ご活躍を！！

倉本　宏昭／一新年を祝して。今年もよろし

くお願いいたします。②宋さん、ようこそ。

安藤　公一／①新年明けましておめでとうご

ざいます。本年も宜しくお願い申し上げます。

②全国高校ラグビーで桐蔭学園が明日の準決

勝に挑みます。何とか 10 日の決勝までいって

ほしいと願っています。

二宮　　登／新年明けましておめでとうござ

います。本年もよろしくお願い申し上げます。

関口　友宏／新年を祝し、皆様のご多幸を祈

念して。

太田　勝典／①新年あけましておめでとうご

ざいます。②吉野さん、お久しぶりです。

今野　丁三／①明けましておめでとうござい

ます。本年もよろしくお願いいたします。②

誕生祝い有難うございました。大分、年を重

ねています！
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佐藤　利明／新年おめでとうございます。今

年もよろしくお願いします。

後藤　英則／明けましておめでとうございま

す。本年が皆様にとって良い年でありますよ

うに。

内田　　敏／新年おめでとうございます。今

年もよろしくお願いします。

斉藤　善孝／①皆さん、明けましておめでと

うございます。②吉野さんお久しぶりです。

五十嵐　正／新年明けましておめでとうござ

います。本年もよろしくお願いします。

増田嘉一郎／おめでとうございます。ことし

もよろしくお願いします。

滝澤　　亮／新年あけましておめでとうござ

います。正月は風邪の為、新年の挨拶を欠席

しました。申し訳ございませんでした。

鈴木　茂之／あけましておめでとうございま

す。今年も宜しくお願い致します。

秋内　　繁／謹賀新年。今年もよろしくお願

いします。

杉山　雅彦／新年明けましておめでとうござ

います。銭荒井弁天でお清めしたご宝銭をお

届致します。皆さん、お金が貯まります様に！

福村　　正／明けましておめでとうございま

す。来たる１月 10 日、11 日チャリティーイ

ベントを開催します。会員の皆様にはご協力

をいただきたく、お願い申し上げます。

漆原恵利子／旧年中は大変お世話になりまし

た。今年もよろしくお願いいたします。いい

年になりますように。

北澤　正浩／①あけましておめでとうござい

ます。今年も宜しくお願いします。②クリス

マス会には多くの方々にご参加していただき

有難うございました。親睦委員長として内容

については反省ばかりです。一緒に運営して

頂いた親睦委員の皆様にたすけられました。

有難うございました。

■年男（申）　スピーチ
新川　　尚 :
今年の目標

１）チャリティーコンサートの成功

　年末に左手を痛めてしまい、一抹の不安が

ありますが、自分のことよりも学生達、被災

地のことを第一に考え、頑張りたいと思いま

す。

２）会員増強

　ここのところ修正出席率は悪くないのです

が、出席人数が減少しているように感じます。

出席して良かったと思われるような例会を目

指し、例会や奉仕活動の充実が会員増強に繋

がるように運営を見直して行きたいと思いま

す。

３）クラブの財政再建

　今期開始以前より、クラブ運営資金につい

て検討してきましたが、未だ有効な対策を打

ち出すことが出来ていません。反省すると共

に何らかの恒久的な対策を取りたいと思いま

す。会員皆様のご理解、ご協力をお願いします。

安藤　公一 :

　昭和 31 年に生まれ 60 回目の正月を迎えま

した。生まれた昭和 31 年、西暦 1956 年は戦

後２度目の丙申（ひのえさる）で、申年は戦

後６回目となります。専門家によると、丙申

は「革命」の年で、さまざまな場面で時代が

うねることが予想されています。

　1956（昭和 31）年の丙申の主な出来事や流

行語などを振り返って見ますと、原子力委員

会発足、週刊誌ブーム、水俣病の発見、太陽

族、エルビス人気、もはや「戦後」ではない、

一億総白痴化、第２次砂川闘争、南極観測船

出航、日曜劇場、鉄人 28 号、楢山節考、人間

の条件、「なんと申しましょうか」、三種の神器、
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美容整形　などが上げられます。

　干支と言いますと、十二支にあてはめた動

物が流布していますが、大事なのは甲乙丙で

始まる 10 種の「干（かん）」の方らしいのです。

　「丙」は気性の激しい女性が生まれるとして、

丙午（ひのえうま）が上げられます。中国哲

学者の竹内照夫氏の「干支物語」によります

と、丙の古来の意は「かまどの火のもえるさま」

を指し、「今年は丙の火が申に乗ってきますの

で、（中国古代の自然解釈）陰陽五行では、激

しい太陽の熱さと共に、地上全体の火山活動

が活発になる可能性が高い」ということにな

ります。

　更に、十二支の「申」は「伸びる」が語源

で、「屈伸する体」つまり「その身が軽快に動

き、いかにも伸び伸びとした感じ」から「猿」

を重ねたとも言われます。ただし、「噴火といっ

ても大噴火ではなく、中小規模が度々起こる

程度」と梅川氏は言いますが、果たして如何

なる年になりますやら。

　兎にも角にも、安心で安全な１年になるよ

うに祈るばかりです。本年３回目の成人式を

迎えるに当たり、来るべき４回目の成人式を

元気に楽しく迎えるための準備を始める年と

していきたいと考えています。齢を重ねる程

可能性の広がる人生を目指し、これからも日々

これ精進、好奇心を忘れることなくこれから

起こるであろう色々な事を全て楽しんでいけ

る心構えでやって行こうと思っています。

　今年もどうぞ宜しくお願い致します。

北澤　正浩 :

 

　今後のロータリー活動での抱負はクリスマ

ス親睦会後悔が大きかったので今後の活動で

は会員皆様にもっと楽しんでいただけるよう

な結果を親睦委員長として残せるよう頑張り

ます。

松本　英二 :

　あけましておめでとうございます

1968 年、昭和 43 年４月生まれ。今年 48 歳の

年男です。先にお話された北澤さん、新川会

長程貫禄はありませんが同期です。

　私事ですが、静かな新年を迎えました。年

明けまだ葬儀の依頼がありません。火葬場も

空きが多数ある状態が続いています。我々の

業界では年末から年明け三月位までが一番忙

しく動く繁忙期なんですが、昨年末からの暖

冬の影響でしょうか業界全体が閑散期を迎え

たような静けさです。

　私事をもう一つお話します。二女が中学受

験の為、１月 10 日は岐阜で入試があるので、

お手伝いができません。受験する学校は、岐

阜県にある麗澤瑞浪学園です。中高一貫全寮

制の学校です。剣道部女子の活動が大変活発

でインターハイ出場 2 連覇、全国大会優勝等

で剣道に興味がある方から見れば有名な学校

ですが、剣道部があるから選んだ訳でなく「道

徳とモラル」を基本に指導する校風である事

が魅力でこの学校を選びました。受験準備の

為、昨今の学校事情を学びましたが道徳教育

の重要性が図られ、普通授業に「道徳」が追

加されるようです。

　ロータリーの活動に於いては、今年度一人

でも入会する方が増えるよう自分ができる事

をやっていこうと考えています。

　本年も宜しくお願い致します。

■次週の卓話
　１/27 ㈬　 　
　　湯川高章様㈱　テイクワン代表取締役
　　「高齢者介護予防アプリ」　　　　　
　
　　　　　　　　　 週報担当　　漆原恵利子
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８：33

10：16

10：32　

10：58　 

11：15　

11：23　 

11：31

12：00　 

（午後）

16：20

16：30

17：00　 

17：30

～ 18：30　

19：00

20：30

21：00

仙台発はやて 112 号

東京着 23 番線

東京発 10 番線東海道本線小田原行

横浜着　出迎え（新川会長・福村・五十嵐）

横浜発みなとみらい線

元町中華街駅着ホテルまで徒歩約８分

ホテル着（ポートヒルホテル）

昼食・説明（新川）

自由行動（午後 13 時～ 16 時 20 分）

ホテル集合

ホテル出発（バス・旭ＲＣ市川・五十嵐）

保土ヶ谷公会堂集合、搬入作業補佐（指示／福村・新川）

地元高校生と交流会（進行／佐藤真）

交流会終了後バスにて夕食会場へ移動（車／市川・佐藤）

夕食会（横浜中華街・彩鳳／中区山下町 191-13☎045-680-5133）

生徒は夕食終了後バスにてホテルへ送迎（車／市川・佐藤）

岩沼ＲＣと懇親会／雅照（関内）尾上町 5-70 ザ・バレル源平ビル７Ｆ

2016 年１月 10 日（日曜日）

宮城県常盤木学園招待計画行程表

交流会進行表（保土ヶ谷公会堂会議室）
17：30 ～ 18：30

司会／佐藤真吾

会長挨拶／新川（旭）・田中（岩沼）

来賓挨拶／浜旭区長

参加各校バンド自己紹介（出演順）

閉会挨拶／部会長福村

【11 日コンサート会場】

旭ＲＣ会員出席者募集
①10 日 17：00　交流会

　（保土ヶ谷公会堂会議室）

②10 日 19：00　夕食会（会費 3,000 円）

　中華街彩鳳

③10 日 21：00　岩沼ＲＣと懇親会

　会費（男性 7,000 円女性 5,000 円）

④11 日昼食弁当希望者の確認

8：30

9：00

9：30

12：30

13：00　　　

15：00

～ 15：30

17：29

17：36

17：42

18：08

18：20

19：52

　　　　

9：00

9：30

10：00

12：30

12：45

13：00

19：30

　　　　　　　　

11 日（月曜祝日）

ホテル出発（送迎バス・旭ＲＣ市川）

保土ヶ谷公会堂着後リハーサルへ

全体ミーティング

開場（開場前に集合写真）

開演

常盤木学園出演演奏（３番手）

相鉄星川駅発

横浜着

横浜駅発７番線ＪＲ東海道本線・小金井行

東京着７番線

東京発はやぶさ 31 号新青森行 22 番線発

仙台着 11 番線

集合

全体ミーティング

リハーサル開始

リハ終了・開場（開場前に集合写真）

場内ＤＶＤ開始

開演

会長挨拶（旭・岩沼）

①ＡＫＭＮ

②左近山中学

③瀬谷高校

④常盤木学園

⑤横浜旭陵高校

⑥横浜富士見丘学園

⑦保土ヶ谷高校

⑧隼人高校

⑨二俣川看護福祉

⑩横浜商大高校

⑪T-image

閉会挨拶／社会奉仕委員長田川

撤収

旭ＲＣ部会委員集合

12：00 旭ＲＣ会員集合

17：00　常盤木・岩沼
　　　　見送り

看板設置
フロアー展示
受付テーブル・椅子


