
■司　　会　SAA　二宮麻理子

■開会点鐘　会長　新川　　尚

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想　　
　　　ＳＬ　秋内　　繁　

■出席報告

 
■ゲスト　　
本山　雄三様（横浜銀行鶴ヶ峯支店長）

■４月誕生記念祝　

　　齋藤　善孝会員　　　4.29　　　

■会長報告
　皆様こんにちは、先週は休会でしたので、

二週間ぶりの例会となります。４月に入りま

して、私の年度の４分の３が経過しました。

ようやく此処まで来たという思いと、あっと

いう間だったという感覚の両方があります。

残りの３ヶ月間、悔いの残らないように頑張っ

ていきたいと思います。

　本日はいつもの二俣川コミュニティサロン
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移動例会　㈱カナエル
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ではなく、㈱カナエルの会議室での例会とな

ります。なぜこうなったかをご説明いたしま

す。ご存知の通り、現在当クラブの活動資金

の状況は逼迫しております。今年度より会費

の値上、例会費の削減等の対策を取り、多少

の改善は見られますが、赤字の解消にまでは

至らず、今年度末には次年度への繰越が出来

ないと予想されます。この状況を打開すべく、

昨年度からフォーラムや理事会で検討を重ね

てきました。その結果、会費の値上あるいは

例会費の削減が有効であろうとなり、例会費

の削減の為、例会場の変更を検討しました。

幸いにも関口会員のご厚意で会場の提供のお

申し出があり、理事会で検討したところ、試

しに一度やってみて広く会員の意見を聞いて

みようということになり、本日の移動例会と

なったわけであります。ちなみに例会場及び、

クラブ事務所をカナエルに移した場合の試算

として、年間 220 万円あまりの経費削減とな

ります。皆様のご意見を聞いた上で、検討を

重ねて行きたいと思います。

　先日の日曜日 ( ３日 ) に地区研修・協議会

が開催されました。出席された方、ご苦労様

でした。高良ガバナーエレクトから次年度の

活動方針等が発表され、いよいよ次年度に向

け本格始動といった感があります。次年度会

長の青木さんよろしくお願いします。

　何度か例会にもお越しいただき、卓話もし

ていただいた旭区地域振興課課長の杉田様よ

「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        100％

本日の出席数       26 名会  員  数 　 　 　  31 名
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り御礼が届いております。杉田様のますます

のご活躍をお祈りいたします。

○地区関係

　当地区パストガバナーの上野　豊氏が３月

６日にご逝去されました。上野グループと横

浜商工会議所合同で「お別れの会」が執り行

われます。

日時：４月 13 日 12：30 ～

場所：ホテルニューグランド

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜港北ロータリークラブ

日時　５月５日㈭休日

日時　５月 19 日㈭４クラブ合同夜間移動例会

      点鐘　午後６時 30 分

　　　横浜北、都築、日吉、港北

日時　６月９日㈭～ 10 日㈮移動夜間例会

　　　年度末懇親会

日時　６月 30 日㈭今年度最終夜間例会

○横浜南陵ロータリークラブ

日時　４月 14 日㈭移動例会

　　　職場訪問　横浜市総合パン共同組合

　　　横浜市金沢区福浦

２）４月のロータリーレート １ドル＝ 116 円

３）ガールスカウトとのクリーン作戦

　　日時　４月９日㈯ 10 時～

■研修委員会
４月の母子健康月間について

日時　４月 20 日㈬午後６時から

場所　仕立屋

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

新川　　尚／①杉山さん、昇進おめでとうご

ざいます。②後藤さん、卓話宜しくお願いし

ます。③本山さん、ようこそ。

市川　慎二／①関口さん、本日はとても素敵

な会議室ありがとうございます。②後藤さん、

フォーラム宜しくお願い致します。③本山さ

ん、ようこそお越し下さいました。③杉山さん、

たまにはお顔を出してくださいね。

関口　友宏／①皆さん、カナエルへようこそ。

②杉山さん、お元気で。

後藤　英則／本日の卓話、母子の健康、難し

いです。

太田　幸治／①後藤さんの卓話、楽しみにし

ています。②横綱白鵬の優勝を祝して、ニコ

ニコに協力させて戴きます。

齋藤　善孝／誕生祝いありがとうございます。

あと数年で大台に突入してしまいます。

安藤　公一／①関口さん、お世話になります。

②後藤さん、卓話宜しくお願いします。③ソ

メイヨシノが満開です。旭 RC の植えた鎧の渡

公園の枝垂れ桜も花をつけ始めました。

吉原　則光／①陽春四月を迎え、旭 RC のます

ますの発展を祈念いたします。②杉山さん、

ご栄転お目出とうごさいます。同じ会報委員

会の仕事をさせていただき有り難うございま

した。益々のご活躍をお祈りいたします。③

後藤さん、卓話楽しみです。

五十嵐　正／①関口さん、本日は素晴らしい

会場をお貸しいただき有難うございます。②

杉山さん、ご栄転おめでとうございます。

秋内　　繁／①ステキでキレイな会場ですね。

関口さん、ありがとうございます。②杉山さん、

お元気で。

二宮麻理子／後藤さん、本日の卓話よろしく

お願いします。

滝澤　　亮／後藤さん、本日の卓話よろしく

お願いいたします。

岡田　清七／①後藤さん、卓話、よろしくお

願い致します。②関口さん、ありがとうござ

います。

佐藤　利明／①関口さん、素晴らしい会場を

有難うございます。②後藤さん、卓話宜しく

お願いします。

内田　　敏／本日第一例会、関口会員の事務

所での開催、関口さんありがとうございます。

感謝！

福村　　正／①病気療養にて休会させていた

だいておりましたが、この度回復しましたの

で、再開させていただきます。宜しくお願い

します。②杉山さん、お世話になりました。

本山さん宜しくお願いします。

漆原恵利子／①勝手口ドアを開けたらヤモリ

が落ちてきた。車のサイドミラーにはカメ虫

がいた。運転席のドアを開けたら名前のわか

らない虫がシートに乗っていた。春ですね。

虫も活動しています。②後藤さん、卓話楽し

みです。

北澤　正浩／①後藤さん、卓話よろしくお願

い致します。②関口さん、素晴らしい社屋で

す。③杉山さん、ご栄転おめでとうございます。

本山さん、ようこそ。



○杉山雅彦会員　転任挨拶
　３年間お世話になりまし

たけれども、ついに移動の

時が参りまして、４月１日

付けで戸塚支店の方に移動

することになりました。

　思い起こせば３年前、

ちょうど桜の季節に小嶋支店長から引き継ぎ

を受けてご挨拶させて頂いたことを鮮明に覚

えております。当時前任の小嶋支店長が非常

に熱心にロータリー活動をされていましたの

で、全う出来るか不安の中で、ロータリーに

入会させて頂いたわけですけれど、その後皆

様には本当にご迷惑をお掛けしたり、またご

指導いただいたりして、何とか３年間皆出席

で務めることが出来ました。本当にありがと

うございました。

　銀行の支店長というのは基本暇なので、水

曜日空けておけばいいという事が分かりまし

たので、引き続き後任の本山には、水曜日予

定を空けておくようにと、確り引き継いでお

きますので大丈夫だと思います。本当に３年

間お世話になりました。ありがとうございま

した。

○本山雄三様より
　４月１日付けで、杉山

の後任に着任いたしまし

た本山でございます。

　鶴ヶ峯支店に来る前は、

桜木町の本部に２年、そ

の前はたまプラーザ支店

という所におりました。その時に初めてロー

タリークラブ、横浜たまロータリークラブに

入会させて頂きました。非常に和気あいあい

とした処でして、皆様に良くして頂きて、そ

こで約２年程楽しい時間を過ごさせて頂きま

した。これから理事会のご審議ということで

すが、是非皆様とここでロータリー活動をし

ていきたいと思っております。杉山に今言わ

れましたので、水曜日は参加させていただく

気持ちでおりますので、どうぞよろしくお願

いします。

■クラブフォーラム「母子の健康」　　　　　  
「母子の健康月間」　　　　　　　 市川　慎二

　現在、幼稚園や保育所などで、大きく言わ

れている事が２つあります。

　一つは、子どもの貧困化が問題になってお

ります。子どもの６人に１人が貧困状態にあ
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るとされています。国で

は２年前位から「子ども

の貧困対策法」を施行し、

総合的な対策に乗り出し

た訳です。

　しかし、同時に消費税

がアップされ、増税分

５兆円のうち、社会保障にあてられるのは

わずか５千億と、子ども支援の財政的後ろ盾

は、心もとない状態です。

　数年前「追い詰められた母子」と言われた

事件がありました。大阪で、３歳の子どもが

餓死してしまったのです。シングルマザーと

して生活をしていたようですが、部屋には食

べ物などはなく、「子どもに美味しいものを食

べさせたかった」といった走り書きの遺書と、

餓死した母親の遺体があったそうです。

　旭区にも学校の給食と、カップラーメンし

か食べていない子、学費が払えず幼稚園等に

通えなくなる子もいたりします。

　もう一つは、母子関係が悪い子が多すぎる

という事です。幼稚園でもシングルマザーが

増えており、それ以外でも長時間保育と言わ

れる、朝７時 30 分～夜６時 30 分までの預か

り保育を利用している保護者が３分の１程度

います。家に帰ると７時近く、ご飯やお風呂

に洗濯といった家事をこなし、９時～ 10 時頃

には、子どもは寝てしまいます。その為、必

然的に一緒に過ごせる時間が無い訳です。

　母親と一緒に過ごす時間が短いと、たしか

に情緒が不安定になりやすくなります。子ど

もと過ごす時間は大切ですが、ただ一緒にい

るのではあまり意味がありません。

　例えば、子どもがテレビを見て、母親は携

帯を見て過ごしながら何時間もいる。これで

は意味があまりありません。体を寄せ合いな

がら絵本を一緒に読んだり、１日の出来事を

自分の膝に乗せながら聞いてあげたりする。

親子の 30 分間の方が大切ですと伝えていま

す。忙しくても、一緒にいてあげられる、わ

ずかな時間で、しっかりと子どもと向き合え

るようにさせていくことが、母子関係の良さ

に繋がります。ロータリー月間でもある母子

の健康な心身が育つ一つの要因だと思います。

「母子の健康」について　　　　 後藤　英則

　本日は　糖尿・前立腺・尿酸値・高中性脂肪・

関節痛・メタボ・等々、自分の健康さえまま

ならない不健康極まりない後藤ですが、プロ
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グラム委員長の指名によ

り「母子の健康」という

クラブフォーラムの担当

になりました。　本来な

らグローバル補助金を

使って実行するプログラ

ムですから、財団委員会

や国際奉仕委員会のカテ

ゴリーだと思います。その内容は

１）５歳未満の乳幼児の死亡率を減らす活動

２）妊産婦の死亡率を減らす活動

３）５歳未満の乳幼児を持つ母子に基本的な

医療サービスの提供や医療従事者を対象とし

た母子の健康に関する研修

　以上のような活動をロータリー財団グロー

バル補助金を使って行動しなさいということ

です。グローバル補助金というと頭に浮かぶ

のは、識字率の向上、ポリオ撲滅、きれいな

水の確保、等々思い浮かべると思います。ポ

リオに関しては、昨年ナイジェリアが撲滅宣

言をして、現在はポリオ発生注意国はアフガ

ニスタンとパキスタンの２か国だけになりま

した。

　数年前に国際ロータリーでは、ポリオ撲滅

宣言を発表しましたが、翌年にはその宣言を

撤廃し、ポリオはまだ撲滅してないと訂正し

ました。その時に撲滅地域に入っていた東ア

フリカでは、いま現在で母親と乳幼児の死亡

率が非常に高くなっています。その要因とし

て適切な医療機関の不足、ポリオ・エイズ・

貧困・識字率の不足が主な原因で妊産婦と乳

児の死亡率が高い状況が続いています。その

内容は約 40 人に１人の妊婦が妊娠合併症で命

を落とし、約 10 人に１人の子供が５歳未満で

死亡してます。この統計を全世界的にみると、

５歳以下の乳児の死亡はなんと毎日 19,000 人

に及びます。これに対し先進国では、妊娠合

併症による妊婦の死亡率は、4,700 人に１人

５歳未満の乳児の死亡は約 150 人に 1 人と言

う統計が出てます

　ロータリー財団としては　上記 1,2,3, に掲

げた重点分野の範囲外にもマラリア・はしか

等の予防接種、淋病・梅毒に関する基本的知

識の教育が必要としています。なにもこのよ

うな教育が発展途上国だけに対しての教育だ

けで良いのかと考えさせられるデーターが厚

生労働省から発表されました。　　

　会員の皆様もご存じの青春時代の勲章？日

本でも忘れ去られてしまった病気、梅毒や淋

病に感染する若者が急増してるということで

す。今まで年間 300 人程度の梅毒感染者が、

近年では年間 2,000 人以上に増えているとい

うことです。要因としては不特定多数の人と

の性交渉によりるチェーン感染が考えられる

ということでした。エイズ問題が世間で問わ

れ始めコンドームの着用が盛んに進められ、

予防に役立ったことは素晴らしいことだと思

いますが、途上国ではコンドームすら手に入

れることができず、使用方法さえ分からない

という国の人々が大勢います。　

　エイズに感染した父親や母親から生まれる

乳児は 80% がキャリアで、そのうち 50% が発

症するというデーターがあります。　

　論点を少し外れますが　近年よく日本のマ

スコミで報道されますが生まれて数か月の幼

児を家に置き、両親はパチンコ三昧、幼児に

食事も与えず、挙句の果てに餓死させてしま

う。夜泣きがうるさいと手足を持って振り回

したり、頭部を殴ったり、一体どうなってる

のでしょうか ? 決して食べ物がなくて餓死し

てるわけではないです。ただ親から食べ物を

与えられなかっただけです。よそ様から危害

を加えられて亡くなるわけでもありません。

すべてが親の責任の範囲で乳幼児が虐待を受

けています。　

　虐待を受けているのは乳幼児だけではあり

ません。　先日も神奈川県相模原で再三にわ

たり両親から暴力等の虐待を受けて耐えきれ

なくなった本人が、直接市の相談窓口に行き

養護施設に入所したいと助けを求めたにも関

わらず、役所は緊急性がないと一時保護をし

なかったため、助けを求めた中学生をとうと

う自殺に追いやった事件がありました。警察

の事情聴取にたいして、両親は暴力ではない、

あくまでも躾だと答えていますが、体中にあ

ざがある子供を見て、緊急性がない相談と受

け止める役所や学校は、我関せず的で大変お

かしな世の中になってきたなと思います。　

　財団のグローバル補助金を使って、日本の

若い夫婦を教育したほうが良いのでと思って

しまいます。ちょっと論点がずれてしまいま

したが　本日の卓話を終わります。ありがと

うございました。

■次週の卓話　　　4/20 ㈬　安達　享様

  　　　　　　　　週報担当　　五十嵐　正
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日　　時 平成２8年3月２3日(水) （出席） 青木　邦弘 五十嵐　正 市川　慎二

１8時３０分～ 北澤　正浩 田川　富男 新川　尚 二宮　麻理子

場　　所 クラブ事務所 （欠席）

安藤　公一 漆原　恵利子 佐藤　真吾 滝澤　亮

福村　正

報告事項 1 2016～2017会長エレクト研修報告

①次年度RI会長 ジョン・ジャーム

ROTARY SERVING HUMANITY

人類に奉仕するロータリー

②次年度2590地区 高良　明ガバナー　第五グループ久米　真浩ガバナー補佐(新横浜)

地区方針　別紙

③次年度主要行事 ・地区大会(１１月11・１２日)

・IM（4月22日予定）2590地区全体で開催

審議事項 1 次年度クラブ組織 別紙

2 次年度休会日 8月17日 (お盆)

12月28日 1月4日 (年末、年始)

3月29日 (第５水曜) 承認

3 クラブ協議会開催日 ・第１回　４月２７日水曜　

・第２回　６月8日水曜

・第３回　10月19日水曜例会時

・第４回　1月18日水曜

・第5回　5月24日水曜例会時

※会場は未定 承認

4 移動例会 ・クリスマス家族会(１２月１4日) 

・地区大会・IMの開催日の直前水曜　１１月９日・４月１９日

・最終例会(６月２８日) 承認

5 祝い事記念品 前年と同一とする

誕生日、皆出席、奥様の誕生日、ひな祭り祝い(女性会員)承認

6 メーキャップ 理事会、クラブ協議会、情報集会

クラブ各種委員会については、委員長からの申請により検討

その他理事会承認行事 承認

7 クラブ予算の考え方 例会場変更により年会費の値下げ等検討を続ける 継続審議

8 情報集会 年２回開催 承認

9 ソングリーダーについて通常例会は廃止、特別例会のみ実施（SAAに一任） 承認

10 次年度会長方針(案) ・従来の奉仕活動の継承と発展

・第一は親睦活動、第二は増強 承認

11 その他 瀬谷RCとの合同例会開催について（日時は未定） 承認

タンザニア支援プロジェクトの件（国際奉仕にて検討） 継続審議

2016～2017年度　第2回　理事会 議事録
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2015-16年度　横浜旭RC組織表

青木　邦弘 安藤　公一 理事 田川　富男

福村　正 副SAA 内田　敏 理事 滝沢　亮

市川　慎二 副SAA 滝澤　亮 理事 新川　尚

北澤　正浩 理事 青木　邦弘 理事 二宮　麻理子

鈴木　茂之 理事 五十嵐　正 理事 福村　正

佐藤　真吾 理事 市川　慎二 理事 鈴木　茂之

会計監査 太田　勝典

委員長 副委員長

ク 市川　慎二 福村　正

出席 鈴木　茂之 市川　慎二 今野　丁三 斎藤　善孝 佐藤　利明

ラ 親睦 田川　富男 後藤　英則 佐藤　真吾 太田　勝典 二宮　登 岡田　清七

滝澤　亮

ブ 会報 吉原　則光 五十嵐　正 安藤　達雄 太田　幸治

雑誌・研修・広報 増田　嘉一郎 二宮　麻理子 倉本　昭宏 新川　尚

奉 増強・分類 関口　友宏 佐藤　利明 安藤　公一 杉山　雅彦 鈴木　茂之 北澤　正浩

選考 内田　敏 岡田　清七 矢田　昭一

仕 プログラム 福村　正 市川　慎二

奉

仕 社会奉仕 二宮　麻理子 田川　富男 五十嵐　正 太田　幸治 北澤　正浩 内田　敏

委 職業奉仕 滝澤　亮 鈴木　茂之 福村　正 今野　丁三 後藤　英昭

員 青少年奉仕 五十嵐　正 佐藤　真吾 新川　尚 関口友宏 市川　慎二

会 国際奉仕 斎藤　善孝 増田　嘉一郎 二宮　登　 太田　勝典 倉本　昭宏

新川　尚 佐藤　利明

太田　勝典 増田　嘉一郎

増田　嘉一郎 五十嵐　正 安藤　公一 市川　慎二 内田　敏 漆原　恵利子

関口　友宏 新川　尚 矢田　昭一 太田幸治

岡田　清七 北澤　正浩 佐藤　利明 北澤　正浩

新川　尚 福村　正 安藤　公一 市川　慎二 佐藤　真吾

会長

会長エレクト

副会長

幹事

副幹事

委員会

災害対策

委　　員

チャリコン

会計

ロータリー財団

米山記念奨学


