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「人類に奉仕するロータリー」

2016-17年度 RI会長／ジョン・ジャーム　　RI.D2590ガバナー／高 良 　 明 　　横浜旭RC会長／青木　邦弘

Rotary  Serving  Humanity  

横浜旭ロータリークラブ

旭区民まつりにて宮城復興米販売 第５回チャリティーコンサート 被災地の子ども達にクリスマスプレゼント

事務所

例会場

例会日

横浜市旭区二俣川1-2後藤ビル2F／〒241-0821

TEL.045-365-3273／FAX.045-365-3132

E-mail:asahirc@titan.ocn.ne.jp

横浜市旭区二俣川1-45-30工藤ビル

（㈱岡田屋３階会議室）

毎週水曜日／12時30分～１時30分

■祝！表彰
　　　兵藤会員   米山表彰

　　　滝澤会員   ベネファクター表彰

■会長報告
　各委員会におかれましては、ご活躍ご苦労

様です。今年度「特別委員会」を設置、次年

度以降のクラブ発展のため、活躍をお願いし

ております。 

○事務所移転委員会

委員長　内田　　敏    

委　員　五十嵐　正　新川　　尚 

■司　　会　副 SAA  内田　　敏

■開会点鐘　会　長　青木　邦弘

■斉　　唱　手に手つないで

■出席報告

■本日の欠席者
鈴木、二宮 (麻 )

■他クラブ出席者
二宮 (麻 )( 横浜あざみ RC)

■ゲスト
塩麻里奈様（2017-18 年度青少年交換留学生）

■１月誕生記念祝

二宮　　登会員　　　　1.7

太田　幸治会員　　　　1.12

今野　丁三会員　　　　1.26

本日の出席数         23 名

本日の出席率   　 92 ％ 修正出席率          100 ％

会員数　 　 　    31 名

２０１７年１月１８日 第２２７４回例会　VOL. ４８　No. ２５



に伝えられるよう努力します。旭ロータリー

の代表として、日本の代表として恥にならな

いように頑張ります。これからも宜しくお願

いします。

■親睦委員会　　　　　　　　　 田川　富男

情報集会の開催について

　増強と 50 周年の祝いの行事についてグルー

プ討議をして頂きます。

　より良い 50 周年のイベントを実施するた

め、準備委員会を立ち上げたいと思います。

御協力よろしくお願い致します。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

青木　邦弘／①太田さん、今日は宜しくお願

いします。②本日は交換留学生の塩さんが参

加しています。

北澤　正浩／①青少年交換学生塩麻里奈さん、

ようこそ。②太田幸治さん、卓話宜しくお願

い致します。

佐藤　利明／太田幸治さん、卓話楽しみにし

ています。

市川　慎二／①太田さん、卓話楽しみです。

②塩麻里奈さん、ようこそ。

二宮　　登／誕生のお祝いをいただきありが

とうございます。

岡田　清七／①太田会員の卓話よろしく。②

久し振りの出席にラフな服装での出席で申し

訳ありません。

大川　伸一／①あらためて、明けましておめ

でとうございます。今年も残すところあと

347 日になってしまいました。どうぞよろし

くお願い申し上げます。②太田幸治様、本日

の卓話を楽しみにしております。

安藤　公一／①妻の誕生日お花を有難うござ

いました。②太田幸治さん、本日の卓話宜し

くお願いします。

吉原　則光／太田幸治会員の卓話、楽しみに

しております。よろしくお願いします。

後藤　英則／①太田幸治さん、本日の卓話、

楽し味にしています。②塩麻里奈さん、よう

こそ。

田川　富男／①チャリティーコンサート参加

の皆さん、ご苦労様でした。②太田幸治さん、

卓話を宜しくお願いします。③塩さん、クリ

スマス会に参加していただき、ありがとう！  
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　　　　斎藤　善孝　太田　勝典 

○ 50 周年準備委員会    

委員長　安藤　公一    

委　員　今野　丁三　吉原　則光 

　　　　岡田　清七　二宮　　登 

　　　　兵藤　哲夫　後藤　英則 

　　　　高梨　昌芳   

　・ビジョン　・イベント　・その他  

○細則規定改正委員会   

委員長　佐藤　真吾    

委　員　増田嘉一郎　市川　慎二 

　　　　関口　友宏  

　以上の委員会につきましては、今年の３月

中には方向性、また結論を出して頂くようお

願いします。     

■幹事報告
例会臨時変更のお知らせ

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　２月７日㈫休会　

日時　２月 14 日㈫夜間移動例会

　　　点鐘　午後５時 30 分

場所　レストラン　味蕾亭

横浜市西区高島 2-3-19 ℡ .045-441-3488

■塩麻里奈さん挨拶

　皆さん、こんにちは。旭高校 1 年の塩麻里

奈です。この度、ロータリー青少年交換派遣

プログラムに推薦していただき、本当に有難

うございます。

　派遣予定国は台湾になっていて中国語の勉

強を中心に準備をしています。今まで海外に

行ったことがないので、派遣生になってから

パスポートをとりました。台湾に行ったら日

本のよいところを台湾に、台湾のよいところ

を日本に伝えられるようになりたいです。そ

のために、まず日本の文化を学び、台湾の人々
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■職業卓話「私の商い」　　　　　太田　幸治

　私の商いは鉄筋工事業で、建設工事の躯体

に携わります。

　この作業は、大工・トビ・鉄筋・土木で成

り立っています。今の商いに入った行き先か

ら話さないと繋がらないため話をさせていた

だきます。

　田中角栄首相の戦後最大の疑獄と言われる

ロッキード事件、その後のオイルショック。

当時、横浜実業㈱の名称で土木建材・建材リー

ス・海上コンテナ・硝子パレットの鋼材を商

いとしておりましたが大口取引先の馬淵建設

㈱の土木担当常務と梱包担当常務から総務担

当常務を預かって欲しいと話があり、御引き

受けいたしました。

　横浜実業は馬渕建設土木事業担当常務と日

新運輸倉庫 ( 現㈱日新創業者 ) の四男 ( のち

社長に就任）の力添えで設立しました関係上

から、お断りが出来ませんでした。その後、

馬渕建設の社員のバッシングを受け、取引が

先細々に向かいましたのでお引き取り願いま

した。横須賀の大手不動産に入ったとの事だっ

たので、幸先を祈っておりました。

　商いの減少で困っている折、平塚鋼業（現

三晃製鋼）鉄筋メーカーの受渡課長から鉄筋

工事の話を持ち込まれたので合流入社を受け

入れました。ここから鉄筋工事の始まりです。

○主な工事歴

昭和 52-55 

　東電鉄塔基礎工事、

　住友電工→藤沢市 (宮原幹線 )

　海老名市 (杉久保幹線 )

　相模原市 (相模原幹線 )

昭和 53 

　三保ダム（現丹沢湖ダム ) 工事用道路 RC 擁

　壁工事

平成２ 

　レナウン本社 (施主京急電鉄 )

　大山祇命神表教会蒔田２棟・富岡１棟工事

平成２-５ 

　ランドマークタワー棟プラザ棟新築工事

　〈分割受〉

平成４ 

　厚木基地住宅 D1・D2 と厚生施設

　警友総合病院新築工事〈分割受〉

平成５

　慶応義塾大学藤沢校舎・総合研究所

　日本住情報交流センター

　(現ハウスクエア横浜 )

平成６

　東電火力発電所第７・８号系列増設工事の

　内煙突外筒 (８号系列 )新設工事

　南横浜建屋工事 (磯子 )

平成７-８ 

　溝の口駅北口再開発工事

平成８

　特別養護老人ホーム

　「シヤローム横浜・櫻山」「三育学国」

平成 10 

　アンリツ㈱厚木事業所

　ワールドポータス新築工事〈分割受〉

平成 12 

　総合新川橋病院第２期工事

　横須賀 (海自 )２術校舎他９隊舎

平成 13

　防衛大学図書館新築工事

平成 17

　相模大野文京新築工事

平成 18

　磯子汐見台 PJ（A.D.F) ３棟新築工事

平成 19

　横須賀市衣笠栄町（A-1・2 棟 ) (B-2 棟 )

平成 21

　横須賀市地方合同庁舎新築工事

平成 22

　横浜スタジアムエキサイティングシート

　設置工事他

　防衛大学総合食堂休憩室新築工事

平成 23

　横浜薬科大学末広ホール新築工事

　警視庁野方庁舎新築工事
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平成 24

　千住関谷ポンプ所

　CF 若葉台店新築工事

　旗の台文教学園２期東棟・幼稚園棟

平成 26 

　旗の台文教学園３期

　アンリツ㈱本社地区 S&B 計画新築工事

平成 27 

　松坂屋上野店南館新築工事

　横浜環状線北線　シールドトンネル工事

　　　　　　　　　Ｃランプ拡幅側躯体工事

　赤羽台東京北医療センタ一新築工事

平成 28 

　テレビ朝日若葉台建築工事

(現在工事中 )

　新浦安リゾートホテルプロジェクト

　地下 1　階・地上 18 階 (S.R.C)

　横浜港北 G0023• G0039 4 階倉庫 (1/2) 受注

　(雪印チーズ工場跡地 )

これから

平成 31 年１月より横浜駅ビル工事に着手

○弊社の鉄筋工事請負の流れ

１）清水建設㈱→

　　㈱ミルックス〈清水建設の子会社〉→

　　㈱建通

２）㈱竹中工務店→

　　㈱東京アサヒビルド〈竹中工務店の子会社〉　

　　　→ (株 )建通

　最後に本業の横浜実業は昭和 55 年にダウン

鉄筋業務だけ屋号→建通としてスタート

現在に至ります。

教訓として

・人の力をあてにするな

・売上金が大きくなると自分の金と錯覚

・金は魔力

■第４回クラブ協議会
○ SAA ／安藤　公一

　年度当初より会場が変更されたことで多少

の混乱が予想されましたが、会長、幹事を初

めとする会員皆様のおかげで順調に例会を重

ねてくる事ができました。会員全員の皆様に

改めて感謝申し上げます。下半期も引き続き

計画書に沿った例会運営を続けて参りますの

でご協力の程お願い申し上げます。

○クラブ奉仕委員会／市川　慎二

　各委員会の皆様のご理解、ご協力のもと、

順調に推移しております。今後もクラブ奉仕

の活動が円滑に行われるよう、努力して参り

ます。

○会報委員会／吉原　則光

　前回のクラブ協議会以降、第 2264 回例会か

ら先週の第 2273 回例会まで 10 回の週報を発

行しました。特に今回は例会場以外の移動例

会 (2267, 2269, 2271, 2273) ４回ありまし

たが、各回共、卓話原稿、委員会報告、写真、

事務局からの文書などの提出も順調で支障な

く週報を出すことが出来ました。

　これからの後半も当初計画通り、例会の再

現、読み、分かり、親しみやすさをモットー

に、会員各位のご協力をいただきながら、編集、

発行を予定しておりますので、よろしくお願

いいたします。

○研修・広報＆雑誌委員会／増田裏一郎

１）研修については、各グループリーダーの

ご協力で、順調にグループ研修を実施してき

ている。残り６ヵ月も、さらなる協力をお願

いする。グループ研修では、各月間にテーマ

に沿ったプロジェクトの検討をいただいてい

るが、次年度委員会の活動に参考としてもら

うため、次年度第 1 回のクラブ協議会には、

整理して提出したいと考えている。

２）広報については、理事会で会員増強のた

めの記事を、地域広報誌に掲載することになっ

たと会長から連絡があった。広報費 15 万円を

使うとのことであり、費用対効果を考えると

悩ましい。

３）雑誌についても、委員の協力で順調に進

行している。会員には、月に 1 回、少なくと

も例会の折には、ロータリーの友誌に目をと

おしてもらっている。

　ロータリーの友誌を地域の人が集まる場所

におく計画については、協力してもらえる施

設を皆さんから紹介していただければと思う。

○会員増強・ 職業分類委員会／関口　友宏

　年度初めに行った増強キャンペーンやその

他いくつかのアプローチを試みましたが、新

しい実績には至りませんでした。４月以後の

入会予定者が１名おりますが、早急に情報集

会を開き、全会員の意識高揚を図って頂きた

いと思います。増強は会員全員の責務です。

○プログラム委員会／滝澤　亮

　本年度前半期は、多少の変更もありました
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が会員の方々のご協力もあり無事に終了する

ことができました。新会員のイニシエーショ

ンスピーチを急遽取り込むことができました。

　後半期には、予備日に横浜市大医学部教授

でロータリー財団の留学生でもあった石川様

の卓話を入れることができ、会長以下会員の

皆様のご協力に感謝しております。

○職業奉仕委員会／滝澤　　亮

　本年の前半は、旭高校の都合により旭高校

での卓話を実施することができずに地区の職

業奉仕委員会に出席しただけでした。。

　後半は、タカナシ乳業に職場訪問に行く予

定ですの。

　３月の春休みで皆様の参加しやすい日を

狙って多数参加していただけるように計画し

ていきます。

○青少年奉仕委員会／五十嵐　正

１）新たなインターアクトクラブの提唱につ

いて→ 1/29 のインターアクト年次大会に、県

立旭高校生３名と先生でオブザーバーとして

出席を予定しております。

２）2/18・19 日の行われる、今年度のライラ

については佐藤真吾会員のご子息が参加予定。

３）17-18 年度青少年交換留学生として県立

旭高校１年の塩麻里奈さんを台湾に派遣する

予定です。

○災害対策委員会 / 増田嘉一郎

１）３月１日に、災害復興支援フォーラムが

予定されている。今年度熊本地震復興支援活

動として、放置自転車を寄贈した。

　今後起きうる災害のために、この放置自転

車寄贈としづ支援活動について、問題点を検

討し、評価し、次の災害支援活動に生かして

いきたい。

２）３月 11 日頃、災害時安否確認トライアル

の２回目を実施する。前回の反省を踏まえて、

第１次確認、手段としては、スマートホンで

お願いし、また受付時聞は、丸１日以上と考

えている。

３） マニュアル第２弾は、安否確認トライア

ルの実施結果を踏まえ、当クラブの安否確認

システムを印刷したいと考えている。

４） 残る期間に、災害が起こらないことを願っ

ている。

【国内ロータリーを写真で振り返る】
〈1935年〉ポール・ハリスが来日し記念植樹

　

　ロータリーの創始者ポール・ハリスは、当

時の国際ロータリー会長のボブ・ヒル夫妻と

ともに来日。マニラで開催される第５回太平

洋地域大会に向かう途中に立ち寄ったもので

す。その折、ポール・ハリスは、東京の帝国

ホテルの庭に月桂樹を記念植樹しました。こ

の木はその後、枯死寸前になっていましたが、

挿し木が試みられ、幸いにも発根した数本の

木がポール・ハリスの月桂樹２世、３世として、

日本の各地で元気よく育っています。 

〈1940年〉ＲＩ脱会直前に横浜で開かれた地区

大会に集まったガバナーと有志

　

　1905 年、シカゴ・ロータリークラブが誕生

して以来、順調に成長を続けてきたロータリー

ですが、第２次世界大戦によって、大きな試

練を受けることになります。ドイツやオース

トリアなど、ヨーロッパの国々で次々にクラ

ブが解散に追い込まれました。日本のクラブ

も例外ではありません。存続を模索していま

したが、1940 年、ついに国際ロータリーから

の脱会が決議されました。しかし、脱会にと

もなって、すべてのクラブが解散したわけで

なく、多くのクラブが水曜会、木曜会など、

日本的な名称に変更して、会合を続けていま

した。

■次週の卓話　

　2/1　石原　登様　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　週報担当　吉原　則光
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平 成 2 8 年 度 1 2 月 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

％

％

％

％

17日

％
100

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

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

増　田　嘉一郎

本　山　雄　三

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

太　田　勝　典

太　田　幸　治

大　川　伸　一

25
25

7日

100

25
25 100

27
25 92.5

27
27 100

   67

100

 100

 67

  100

  100

100

100

67

100

100

67

100

100

67

100

100

100

                  　　　　       100

0

0

33

33

0

0

33

33

33

0

0

33

0

33

33

0

0

25

0

 33

100

 133

 100

 100

 100

 133

 133

 100

100

100

100

100

133

100

100

100

100

100

100

67

100

100

67

100

67

80

100

100

67

0

33

0

33

33

0

66

0

0

0

33

100

100

100

133

100

100

133

80

100

100

100

齋　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

滝　澤　　　亮

内　田　　　敏

矢　田　昭　一

吉　野　寧　訓

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

－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－

－出席規定免除－

％

％

26
20 76.92

26
26

100

21日

－出席規定免除－

   

  


