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■会長報告　　　　
　2017-18 年度の第１回目の例会であります。

皆様いかにお過ごしでしょうか、心配された

台風も昨夜のうちに通り過ぎ私が夜中の２時

過ぎに目を覚ました時には何事もなかったよ

うでした。先週までの梅雨空から一転し夏空

に変わりました。梅雨明けが待たれるばかり

であります。

　本日は目黒恵一さんと宋さんの入会式の予

定でしたが、宋さんが都合が悪いとのことで

目黒さんのみの入会式も控えた第１回目の例

会ですので簡単な自己紹介と言ってもイニシ

エーションスピーチも済んでおりますので、

私の職業分類と実際の仕事について少しお話

いたします。

　職業分類は、学術であります。大学で学ん

だ学問は考古学であります。この学術研究そ

のものの世界が仕事になりえるかという点で

あります。私も最初は、民間の調査機関など

もない時代でしたので東京都調布市の教育委

員会社会教育課に勤めました。調布市の職員

の辞令と教育委員会の学芸員の辞令を２つも

らった記憶があります。しかしその職を丸３

年 ( 昭和 54-57 年 ) で辞め神奈川県の伊勢原

高校定時制の非常勤講師として名前だけはも

らいました。実際は週に２回１時間ずつ夜に

教えるもので小遣い銭にも満たないものでし

■司　　会　ＳＡＡ　五十嵐　正

■開会点鐘　会　長　滝澤　　亮

■出席報告

■本日の欠席者
なし

■他クラブ出席者
青木、滝澤（地区）

■ゲスト
沈　　佳穎様（米山奨学生）

■７月誕生記念祝

　倉本　宏昭会員　　　　7.24

　福村　　正会員　　　　7.15

本日の出席数         26 名
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会員数　 　 　    30 名
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日時　８月 14 日㈪休会

日時　８月 28 日㈪夜間例会

　　　点鐘　午後 6時 30 分

日時　９月 18 日㈪休会

日時　10 月９日㈪休会

○神奈川東ロータリークラブ

日時　８月 11 日㈮祝日休会

日時　９月 29 日㈮夜間例会

２）会費納入のお願い

　2017-18 年度７～ 12 月半期分

　クラブ会費 130,000 円

　７月末日までにご納入くださいますよう、

お願致します。

■第 14 回ロータリー韓日親善会議 2017 登録
のご案内
　　　　　　  2590 地区ガバナー湯川　孝則

日時　2017 年９月 23 日㈯午後１時～

場所　グランドハイアット ･ソウル

登録料　1名 16000 円（晩餐会を含む）

申込　各地区ガバナー事務所迄

■目黒恵一会員　入会式　
○目黒新会員挨拶

　平成12-22年の10年間在籍しておりました。

紹介して入会した滝澤会員が会長ですので、

精一杯頑張ります。

○兵藤会員より歓迎の言葉
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た。そこで神奈川県教育委員会にいた先輩方

にお願いをして調査を回していただきました。

ただそのような調査は、若造一人ではとても

受けられるものではなく、当時ついていた先

生に団長になっていただき友達の先生に副団

長をお願いして先生方４名と調査団を作り丸

５年調査を行いました。最後の１・２年で横

浜市の埋蔵文化財担当者をご紹介いただきた

またま困っている物件がたて続きにありそれ

を機に創業いたしました。しかしまだ創業と

言っても株式会社などの法人は認められてお

らず個人事業として開業しました。1985年(昭

和 60 年 ) の事でした

　その後平成３年に株式会社盤古堂を創立し

最初は、コーヒー店として始めました。その

後に県から東名高速の海老名 SA の拡張の仕事

を斡旋してもらいこれも約３年半にわたり調

査を行い、その後にできた海老名市の遺跡調

査会の調査を行い国分寺・国分尼寺の国指定

史跡化を進めた。また相模原市から田名の工

業団地の区画整理事業を斡旋されて約５年調

査にあたった。そうした基盤の下に民間のデ

ベロッパー・ゼネコンにつてができ東京・神

奈川でマンション建設に伴う調査を主にやっ

てきているのが現状です。以上です。ありが

とうございました。

　又、７月２日午後２時から川崎のサンピア

ンかわさきにおいて 2017-18 年度ロータリー

青少年交換学生オリエンテーション並びに結

団式壮行会 ( 地区ロータリー青少年交換委員

会が主催 ) に、青木カウンセラーと出席して

まいりました。当クラブ推薦の塩麻理奈さん

はスピーチなどを聞いていても聡明そうで台

湾で有意義な留学生活を期待しております。

今後の生活の悩みなどは、カウンセラーの青

木会員宜しくお願い致します。

　そして７月 10 日には地区拡大増強セミナー

が開催されます。会長・増強委員長に出席依

頼がきております。内田委員長宜しくお願い

致します。

■幹事報告　　　　
１）例会臨時変更のお知らせ

○神奈川ロータリークラブ

日時　７月 17 日㈪休会
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　目黒さん、入会有難うございます。目黒さ

んの男気、気風の良さ、声の大きさ、頼もし

いものを感じます。ロータリーを楽しんで下

さい。それが人の為、クラブの為、世の為に

なるならば、そんなに良い事はありません。

目黒さんに入っていただいて一段とクラブも

活気づくことでしょう。よろしくお願いしま

す。

○滝澤会長より　入会歓迎の言葉

　本日は、記念すべき今年度、第 1 回目の例

会であります。その中で目黒恵一さんと宋謹

衣さんを横浜旭ロータリークラブにお迎えで

きることは 2017-18 年度に幸先のいいとしか

言いようがありません。

　目黒さんは、やきとり「い志い」の店主で

あります。最近は、木曜日以外には焼き台に

立つこともなく存在を知らない方もいられる

かもしれません。

　わたくしがロータリーに入るきっかけと

なったのが目黒さんでした。目黒さんが会長

をやるときは、私が幹事を務めさせていただ

く予定でしたが。いまだに実現しておりませ

ん。早く会長を務めていただきたいと思って

おります。そのために幹事の役はとっておき

ます。

　このようにロータリー歴も長くエレクトま

で経験している方ですので何も申し上げるこ

とはないかと考えます。これからのご活躍を

望んでおります。

　　目黒さんには今年度の所属委員会は出席・

親睦の両委員会に所属していただきたいと思

います。各委員長宜しくお願い致します。

 ■ニコニコ BOX（会員敬称略）

滝澤　　亮／①本日が新年度です。会員の皆

様よろしくお願い申し上げます。詳しくは後

ほど申し上げます。②目黒様再入会おめでと

うございます。

田川　富男／①新年度よろしくお願い致しま

す。②お帰りなさい。目黒さん、仲良くして

下さい。

目黒　恵一／滝澤会長、田川幹事の新年度を

祝して。再入会の目黒恵一です。宜しくお願

い致します。

福村　　正／来る７月７日、８日両日の夕方

から夜にかけて左近山商店街の夏祭りを開催

致します。７日には小学生からシニアに至る

までのタイコやフラダンス、ヒップホップ、

８日はビッグイベントとして昼から夜８時ま

でノンストップで多数のバンドが出演します。

二宮麻理子／本日より新年度です。よろしく

お願いします。

倉本　宏昭／①滝澤会長以下新年度役員の皆

様おめでとうございます。②目黒さん、入会

おめでとうございます。③沈さん、ようこそ。

④お誕生日祝い貰っちゃいました !

斉藤　善孝／①滝澤会長、田川幹事大役ご苦

労さんです。一年間よろしくお願いします。

②目黒さん、お帰りなさい。

五十嵐　正／①滝澤、田川新年度を祝って。

②目黒さん、やっと戻ってきましたね。今後

も宜しくお願いします。

後藤　英則／①滝澤会長、田川幹事の新年度

を祝して。②目黒さん、おかえりなさい。③

沈さん、ようこそ。

新川　　尚／①滝澤会長、田川幹事、一年間

宜しくお願いします。②目黒さん、お帰りな

さい !③沈さんようこそ。

増田嘉一郎／滝澤年度を迎えて。会長幹事の

特性を生かした活動を期待します。

大川　伸一／早いもので入会後あっと言う間

に一年が経ちました。これからもよろしくお

願いします。

市川　慎二／①滝澤会長、田川幹事、一年間

よろしくお願い致します。②目黒さんの再入

会を祝して。

太田　勝典／①滝澤会長、田川幹事の新年度

を祝して。②目黒さん、お帰りなさい。

青木　邦弘／①滝澤会長、田川幹事よろしく

お願いします。②目黒さん、お帰り！
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北澤　正浩／①滝澤会長、田川幹事、新年度

よろしくお願い致します。②目黒さん、よろ

しくお願いします。

佐藤　利明／①滝澤会長、田川幹事、今年度

ご指導よろしく。②目黒さん、入会お待ちし

ておりました。

二宮　　登／①新年度のスタートを祝し、今

期も宜しくお願いします。②目黒さん、入会

お目出とうございます。

兵藤　哲夫／①新年度スタート、おめでとう

ございます。②目黒さん、入会おめでとうご

ざいます。

吉原　則光／①新年度のスタート滝澤、田川

さんのコンビでの発展活躍をお祈りいたしま

す。②お帰りなさい目黒さん、よろしくお願

いします。

安藤　公一／①滝澤会長、田川幹事これから

一年間よろしくお願いします。②目黒さんお

帰りなさい。

内田　　敏／①滝澤会長、田川幹事一年間よ

ろしくお願いします。②米山奨学生沈さん、

ようこそ。③目黒恵一様、入会有難うござい

ます。大歓迎です。

関口　友宏／①新年度のスタートを祝って。

②目黒さん、おかえりなさい。③沈さん、よ

うこそ。今後のご活躍を期待しています。

佐藤　真吾／①滝澤会長、田川幹事、一年間

よろしくお願いします。②目黒さんの入会を

祝して。③妻に誕生祝いの花をいただき、有

り難うございます。

 ■新年度就任挨拶
○会長挨拶　　　　　　　　　　滝澤　　亮

「ロータリー：変化をもたらす」　　　　　　

　横浜旭ロータリークラブ 2017-18 年度第 49

代会長に任命されました。この一年間会員の

皆様のお力をお借りして、一年間クラブ運営

を進めていきたいと考えております。

　50 周年まであと２年となり、瞬くうちに月

日は、流れていくでしょう。その月日の流れ

に流されないように日々目いっぱい各自研鑽

を積み重ねていきたいと考えます。

　平成 16 年 10 月 6 日に入会ですので通常な

らば 10 年は経過しているのですが平成 23 年

12 月に一度退会をいたしまして、２年半近い

ブランクののちまた平成 27 年 6 月に再入会を

いたしました。再入会から２年が経ち、やっ

とロータリー歴も 10 年目に入ろうとしており

ます。

　ロータリークラブは異業種の交流の場であ

りそれがロータリーの本質だとも言われてお

ります。私どもも世間では得意な分野の為交

流も同一業種とか、お客様もマンションのデ

ベロッパーとかに限られております。その中

で奉仕と親睦を中心にしたロータリー活動に

参加しえたことは人生のなかでも重要なこと

だと考えております。

　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。   

　又、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
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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

も何だかの手を打つようでございます。当ク

ラブも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。

○幹事挨拶　　　　　　　　　　  田川　富男

　この度、横浜旭ロータリークラブ 2017-18

年度の幹事を務めさせていただくことになり

ました。前年度幹事の北澤会員、一年間本当

にご苦労さまでした。

　実を申しますと、突然の幹事指名を受け、

幹事の役務が務まるか不安をかんじておりま

すが、これも巡り合わせだと自分に言い聞か

せて、幹事の大役を引き受ける事と致しまし

た。お受けした以上は滝澤会長と共に頑張り

たいと思っております。そして当クラブ 50 周

年も近づいてきておりますので、多少でも幹

事の立場で周年計画に向けた提案ができれば

と考えております。微力ではありますが今期

の幹事を務めさせていただきたく、皆様の寛

大なるご理解とご協力をいただきましていち

ねんを務めたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げ、幹事の挨拶といたします。

■五大奉仕委員長挨拶
○クラブ奉仕委員会　　　　　 　佐藤　真吾

　今年度クラブ奉仕委員長を仰せつかりまし

た佐藤です。よろしくお願い致します。

クラブ奉仕はロータリー活動の原点です。他

の全ての奉仕部門が、その活動を効率的に確

実に推進するためには、クラブ奉仕が円滑に

運営されていなければなりません。

今年度のクラブ奉仕委員会は、「寛容の心」と

「和の精神」を大切に活動していきたいと考え

１）会員がクラブライフを楽しむことができ

　るようにクラブ運営を心掛ける

２）会員がクラブが行う様々な奉仕活動に積

　極的に参加するように働きかける

３）クラブ奉仕部門の各委員会が活発に活動

　することができるようにサポートする

　7/12 ㈬の例会はクラブ奉仕フォーラムと

なっています。フォーラムでは、クラブ奉仕

部門の各委員長から今年度の活動計画と抱負

を発表していただく予定です。また、時間が

あれば「クラブ奉仕部門に望む事」をテーマ

として、テーブルディスカッションを行いた

いと考えています。今年一年、会員の皆様の

ご協力をよろしくお願い致します。

○社会奉仕委員会　　　　　　　 北澤　正浩



　本年度国際ロータリー会長の目標であり、

本年度会長の滝澤会長がテーマに掲げている

「ロータリー変化をもたらす」に従い、継続す

べき活動は続けつつ、変化する為に新しい活

動にもチャレンジしていきます。全会員の協

力がなければ奉仕活動は成り立ちません。ご

協力をお願い致します。

○職業奉仕委員会　　　　　　　増田嘉一郎

　職業奉仕の理念を実行するために、今年度

は「事業の安全と安心」- 特に安心対策を活

動テーマとする。「安全対策」はどの事業所に

おいても取り組んでいるであろう。小池東京

都知事が豊洲移転問題で安全基準を満たして

いても安心という要件が問題となるとした。

今や安心対策までもが求められているようで

ある。このような観点から職業奉仕フォーラ

ムの機会には「安全と安心」について考えて

いく。

　毎月第２例会における職業卓話でも、この

観点を取り入れたものとなるようにご協力を

お願いしたい。委員会としてもさらに、この

テーマに取り組んだプロジェクトを実施でき

ないか、さらに検討していく。まずは、各会

員の事業所において安心対策にどのように取

り組んでいるかのアンケートから始めたいと

考えています。

○青少年奉仕委員会　　　　　　新川　　尚

　青少年奉仕とは、2010 年の規定審議会で「第

五奉仕部門、青少年奉仕を加える件」が修正

採択され、これにより今までの四大奉仕が五

大奉仕となり、又 2013 年の規定審議会で「新

世代」から「青少年」に名称が戻りました。

　常設のプログラムとしてインターアクト、

ローターアクト、RYLA、青少年交換があります。

　当クラブの今年度の活動の大きな柱として

IAC の提唱と子どもの貧困問題を掲げました。

　IAC の提唱につきましては青少年が地域社

会に対して積極的に関心を持つよう促し、リー

ダーとして成長する機会を青少年に提供する

という観点から、是非実現したいと考えてお

ります。県立旭高校への青木直前会長に引き

続きアプローチをお願いしています。

　子どもの貧困問題につきましては、五十嵐

会員に実態調査をお願いしています。それに

基づいて、当クラブの出来る事、当クラブな

りのアプローチを考えていきたいと思います。

　皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げま

す。

○国際奉仕委員会　　　　　　　 青木　邦弘

　国際奉仕についてこの一年間何が出来るか

委員会で相談しながら決めたいと思います。

　国際奉仕月間がなくなりましたが、外国支

援の卓話を含めまして、国内で出来る国際支

援を見つけたいと思います。

■次週の卓話

   ７/19 ㈬  ガバナー補佐訪問

　　　　　  クラブ協議会　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 週報担当　本山　雄三
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