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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

16 時 30 分から中華街満珍楼で開催されます。

鈴木香織里さんはイギリスのヨーク大学へ紛

争解決で派遣されます。

　旭 RC は国際奉仕活動について、目に見える

活動は最近やっていません。しかし、グロー

バル補助金の中の奨学生の推薦は毎年のよう

に実施しています。元鶴峰 RC の北瀬さんが、

旭 RC は海外支援プログラムでの資金活用はな

いが、奨学生については、2590 地区で一番使っ

ていますとの報告がありました。

　地区から交換留学生オリエンテーションが

６月３日 14 時から川崎で開催されます。

○クラブ関係

１）5/24 日㈬の例会には、大相撲観戦で、岩

沼 RC から６人がメーキャップに来られます。

２）5/14 ㈰午後１時から事務所のかたずけを

行いました。内田さん、五十嵐さんそして佐

藤事務員で行いました。必要か不必要か決め

ることが難しい書類が多く、２時間で十分やっ

た気になりました。処理は太田さんにお願い

して、ライフ１階にある相鉄の集積場に運ぶ

ことになりました。不必要な書類が多数あり、

人手が多いほど助かります。例会終了後、約

１時間内田さんの指示に従って対応をお願い

します。

■幹事報告　　　
・５月 31 日㈬の例会について

■司　　会　ＳＡＡ　安藤　公一

■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

■他クラブ出席者
安藤公一（横浜瀬谷 RC）

■５月誕生記念

兵藤　哲夫会員　　　　5.8

■会長報告　　　
○地区関係

１）ロータリー財団留学制度の中に、青少年

短期留学制度があります。2017-18 年度財団

奨学生鈴木香織里さんの壮行会が６月 17 日㈯

本日の出席数         23 名
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します。第２回クラブ協議会は 6/7 を予定し

ております。

■第１回クラブ協議会　　　　　　　　　　

　　　　　　　　 　次年度会長　滝澤　　亮

　2017-18 年度国際ロータリー会長イアン

H.S. ライズリー氏は、年度の目標として「ロー

タリー：変化をもたらす」と揚げております。

また国際ロータリー会長は、こんな言葉で説

明しております。ロータリーには、112 年の

豊かな歴史があります。この間にロータリー

は、徐々に成長し、成熟し、会員と地域社会

の変わりゆくニーズに対応しながら、ある意

味大きく変わりました。しかし、その根底に

あるものは同じです。それは地域社会と世界

に変化を生み出したいという願い、そして、

ロータリーを通じてそれを実現できるように

なった人が集まった組織だということです。

「ロータリーとは何ですか」という問いに、私

たちは行動を持って答えます。奉仕を通じて

変化をもたらすことによって、と言われてお

ります。このことは、湯川ガバナーエレクト

も言っておられます、2016 年４月の規定審議

会の決定により、クラブの柔軟性が認められ

ました。各クラブが自主的に、「変化をもたら

す」アクションを始めましょう。

　また今年度の地区の方針は、湯川孝則ガバ

ナーエレクトが打ち出された｛ともに語ろう

ロータリー友達になろう｝であります。この「と

もに語ろう」には「友に語ろう」と、「共に語

ろう」の２つの意味があるということでした。

　この２点の RI 方針「ロータリー：変化をも

たらす」と地区方針｛ともに語ろうロータリー

友達になろう｝については PETS と、地区協議

会の２回にわたり第５グループの会長エレク

トによって討議してまいりました。各クラブ

も何らかの手を打つようでございます。当ク

ラブも次年度の始まる７月に向けて考えてい

きたいと思います。

　次年度は、奉仕を継続させながらも変化を

めざしましょう。また親睦を発展させましょ

う。これが地区および RI の年度の目標を達成

する近道では無いでしょうか。

　会員の皆様のご協力をお願いして終了とし

ます。
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　外部卓話の為、通常通り昼の例会です。

　熊本地震に関する卓話です。宇土 RC の作守

順子様、宇城 RC からは土谷壮司幹事がお見え

になります。

■ひろくんを救う会事務局よりご報告　

親愛なるロータリアンの皆様

　この度は、孫替 ( ひろ ) の心臓移植のため

の募金に多大なるご支援をたまわりましたこ

と誠に有り難く陣く御礼申し上げます。

12 月 22 日に茨城県庁で記者会見をさせてい

ただいて以来、４ヶ月半を経過しました。

その間、「ひろくんを救う会」のメンバーの方々

が献身的に県内各地の行政や企業、商店様に

支援を要請、また、街頭募金活動の計画を立

てくださり、多くのボランティアの方々のご

協力によって、土浦はもとより、つくば、石岡、

水戸、柏、北千住、流山おおたかの森、上野

公園、有楽町、横浜、相模原、岐阜、名古屋、

神戸、大阪等で街頭募金を展開していただい

ております。私も必ずどこかに参加して道行

く人々に支援を訴え続けてまいりました。

　５月２日には、福井県庁で北陸支部立ち上

げの記者会見をした後、福井駅で街頭募金を

実施しましたが、その折りには福井口ータリー

クラブ様のご好意により同クラブがスポン

サーの福井口一ターアクトクラブと啓新高校

インターアクトクラブの皆さんが募金活動を

手伝ってくださり、地域の皆様からたくさん

の募金を頂戴しました。あらためてロータリー

の友情に感謝いたしている次第です。

　お陰様で、目標まであと 10% となり、いよ

いよゴールのテープが見えてまいりました。

孫も５月末には渡米の予定となりました。

　皆様のこれまでのご支援を心から感謝申し

上げ、ご報告申し上げます。ありがとうござ

いました。　　　　　　　　　　2017 年５月

　　　　　第 2820 地区土浦南 RC 稲本　修一

■次年度幹事　田川富男会員より報告
　第１回クラブ協議会を 5/10 ㈬例会後に開催

いたしました。2017-18年度横浜旭ロータリー

クラブの会長として滝澤会員が会長所感を述

べられましたが、内容につきましてはクラブ

計画書にて発表させて頂きます。

　又次年度の各役員、委員長は委員の相談の

上、今月中に委員会計画書の提出をお願い致
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■ニコニコ BOX（会員敬称略）

青木　邦弘／麻理子さん、今日はよろしくお

願いします。

北澤　正浩／二宮麻理子さん、卓話たのしみ

にしております。

二宮麻理子／本日卓話いたします。よろしく

お願いいたします。

佐藤　真吾／二宮麻理子さん、卓話よろしくお

願いします。

兵藤　哲夫／①誕生祝いありがとございまし

東京での会議で早退いたします。引っ越し手

伝えなくて申し訳ありません。よろしくお願

いします。

吉原　則光／二宮麻理子さんの卓話楽しみで

す。よろしくお願いします。

安藤　公一／①二宮麻理子さん、卓話宜しく

お願いします。②眞子様のご婚約をお祝い申

し上げます。

倉本　宏昭／二宮さんの卓話をお聞きするの

は、私は初めてです。楽しみにしています。

田川　富男／次年度幹事より、各委員長さん

へ、委員会計画書の提出をお願い致します。

斉藤　善孝／二宮さん、本日の卓話楽しみで

す。

大川　伸一／二宮麻理子さん、本日の卓話を

楽しみにしております。

滝澤　　亮／二宮麻理子様、本日の卓話よろ

しくお願いします。

後藤　英則／二宮麻理子さん、卓話楽し味で

す。

市川　慎二／二宮麻理子さん、卓話よろしく

お願い致します。

■卓話「おうちで季節の行事」
　　　　　　　　　　　　　　　 二宮麻理子

　今月は５月。５月５日は「端午の節句」皆

さん「菖蒲湯」に入りましたか ?

　かつてはどこの家庭でも行われていたとお

もいますが、今はニュースの中で確認される

だけになっていることが多いのではないかと

思います。

　日本の年中行事よりもバレンタインデー、

ハロウィーン、クリスマス定番化していると

感じます。

　季節の行事や習慣、その時に頂く料理を思

い出して暮らしの中にちょっとしたアクセン

トをつけてみませんか ?

　京都の友人が「ハレとケ」 という言葉を使っ

ていました。「ハレ」はお正月などの特別な日、

「ケ」は普段の日常のこと。「ハレ」の日は特

別な料理を食べる。お正月の「おせち料理」

桃の節句には「はまぐりのお吸い物」等です。

　さあ、皆さん日本の年中行事を思い出して

ください。

○１月～

　お正月は「年神様」が家を訪れる特別な期

間です。お正月は縁起が良いものがたくさん

あります。

　若水　元旦の朝初めて汲む水

　初詣　地域の氏神様にお参り

　書初め　1月 2日に初めて毛筆で字を書く

　年始　　新年の挨拶

　正月飾り　鏡餅、門松、しめ飾り等

　正月料理　おせち料理、　お屠蘇、お雑煮

１月７日 (人日の節句〉七草

　七草粥でで無病急災を願う

１月 11 日 ( 鏡開き〉

　お供えしていた鏡餅をおろして、お汁粉に

　する。

１月 15 日 ( 小正月 )

　「おんな正月」ともいわれ正月の間忙しかっ

　た女性をいたわる日でもあった。

　餅花、繭玉を作り飾る

　左義長 (どんど焼き・どんと焼き )

１月 20 日 ( 骨正月 )

　関西では祝い魚の骨を大根とかす汁にする。

２月３日　節分

　豆まき、柊挿し、恵方巻

２月８日

　針供養(使えなくなった古い針を供養する)

　東京では浅草寺境内にある淡島堂の針供養
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 　が有名。

３月３日 (上巳の節句 )

　雛祭　雛人形を飾り女の子の成長を祝う。

４月８日 (灌仏会 )

　「花まつり」釈迦の誕生日を祝う。

４月 13 日 ( 十三詣り )

　数え年で 13 歳になる子供が虚空菩薩に参拝

　し知恵を授けてもらう。

５月５日 (端午の節句 )

　五月人形を飾り、鯉のぼりを立てる。

　柏餅、粽

八十八夜　

　立春から数えてて八十八日目にあたる日で

　良質なお茶がとれる縁起が良い日

６月 10 日 ( 時の記念日 )

７月７ 日 (七夕 )

　笹飾りと五色の短冊

８月 13 日～ 16 日 ( お盆 )

　正式には「孟蘭盆会」といいご先祖様を迎

　えて供養をする。地域によって行われる時

　期が７月、８月とある。盆棚をかざる。

９月９日 (重陽の節句 )

　９が重なることでとても縁起の良い日とさ

れている。

* 古来より奇数は縁起の良い陽数、偶数は縁起の悪い陰

　数と考え連なる日をお祝いにしたのが五節句の始まり

　で、めでたい反面悪い事にも転じやすいと考え、お祝

　いとともに厄祓いをしていた。中でも一番大きな陽数

　( ９) が重なる 9/9 を陽が重なると書いて重陽の節句

　と定め、不老長寿や繁栄を願う行事をしていた。

・菊酒～本来は菊を漬け込む、お酒に菊の花

　びらを浮かせる。

・菊のきせ綿～前日に菊の花をに綿をかぶせ

　ておき、　翌日、菊の露や香りを含んだ綿で

　身体を清めると長生きできる。

10 月４日 ( 十五夜・中秋の名月 )

　月に秋の収穫物を供え五穀豊穣に感謝

　尾花 ( ススキ ) などの秋の七草、月見団子、

　芋、柿など。

　十五夜の事を「芋名月」ともいう。

10 月 20 日 ( 恵比寿講 )

　恵比寿様を祀る　関西では１月 10 日

11 月の酉の日

　熊手を買い求め開運招福を願う

亥の子　11 月第一亥の子

　西日本での行事で、亥の子餅を食べる

11 月 13 日 ( 十三夜・後の月 )

　十三夜の事を「栗名月・豆名月」

　いい栗や豆をお供えする

　栗ご飯～十五夜だけをみて十三夜をみない

　のは「片月見」といって縁起が悪いとされた。

11 月 15 日 ( 七五三 )

　子どもの健やかな成長を氏神さまや神社に

　詣でる。

11 月 23 日 ( 新嘗祭・勤労感謝の臼 )

12 月 22 日 ( 冬至 )

　カボチャ料理　柚子湯

12 月 31 日 ( 大晦日 )

　年越しそば

*五節句とは

１月７日 (人日 )

３月３日上巳 (桃の節句 )

５月５日 (端午の節句 )

７月 7日 (七夕 )笹の節句

９月 9日 (重陽の節句 )を指します。

五節句の制度は明治に廃止されたが、七草が

ゆ、七夕といったかたちで残されています。

*「ハレ」 と「ケ」

　日々の暮らしの中にはお正月などの行事が

様々あります。特別な日です。特別な日は毎

日続く訳ではありません。又、毎日何もない

日常では飽きていまいます。

「ハレ」と「ケ」があることにより単調な毎日

にメリハリが出て、生活によいリズムが生ま

れていたのではないかと思います。

　今はそんな伝統的な行事が忘れられつつあ

るのではないでしょうか。でも「ハレ」 の日

がなくなったわけではなく、商業的なイベン

トはたくさんあります。

　服装も普段着、晴れ着とあまり区別がつか

ない、レストランにはいつも御馳走がありま

す。毎日が「ハレ」 と思ってしまうほどです。

　日本にはメリハリのある春夏秋冬の四季だ

あり「ハレ」 と「ケ」をすこし取り入れ、自

分なりの「ハレ」 と「ケ」を考えてみませんか。

■次週の卓話

　5/31 ㈬　作守　順子様  （宇土 RC）

　　　　　土谷　壮司様（宇城 RC）　　　　

　　　　　         　週報担当　吉原　則光
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日　　時 平成２9年4月19日(水) 出席

       13時30分～ 青木　邦弘 北澤　正浩 佐藤　真吾 後藤　英則

場　　所 クラブ例会場 増田嘉一郎 田川　富男 市川　慎二 新川  　尚

滝澤　  亮 五十嵐　正 安藤　公一 　

 

報告事項 1 2017～2018会長エレクト研修報告

①次年度RI会長 イアンH．S．ライズリー

ロータリー：変化をもたらす

②次年度2590地区 湯川孝則ガバナー　鶴岡　ガバナー補佐(横浜緑）

地区方針　ともに語ろうロータリー友達になろう

③次年度主要行事 ・地区大会(１１月10・11日)

・IM（3月3日予定）2590地区第5グループで開催

審議事項 1 次年度クラブ組織 別紙 承認

2 次年度休会日 8月16日 (お盆)

12月27日 1月3日 (年末、年始)

3月29日 (第５水曜) ５月２日(予定） 継続審議

3 クラブ協議会開催日 ・第１回　5月10日水曜例会終了後　

・第２回　６月14日水曜夜間事務所

・第3回　７月１９日例会時

・第４回　1月２４日水曜

・第5回　5月２３日水曜例会時

※会場は例会場を予定 承認

4 移動例会 ・クリスマス家族会(１２月１６日) 

・地区大会・IMの開催日の直前水曜　１１月８日・２月２８日

・最終例会(６月２７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 年会費２６万円(2万円前年より減） 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） 継続審議

2017～2018年度　第2回　理事会 議事録
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平 成 2 9 年 度 ４ 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

％

％

％

％

12日

％
93.28

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

27
25

5日

27
27 100

22
19 86.36

22
22 100

  100

100

 100

 75

 100

100

100

75

75

100

100

100

50

100

25

75

100

100

                  　　　　       100

0

0

0

25

0

0

0

25

25

0

33

0

0

25

75

25

25

0

0

 100

100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

 100

100

100

100

50

125

100

100

100

100

100

25

75

100

100

75

75

75

80

100

100

50

25

0

0

0

25

25

0

0

0

75

100

100

100

75

100

100

80

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　原　則　光

高　梨　昌　芳

吉　野　寧　訓

－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－

％

％

23
19 82.61

23
21

91.3

19日

－出席規定免除－

   

  

22日

％

％

22
14 63.64

22
18

81.82

－出席規定免除－

92.59

名　誉　会　員


