
■司　　会　副 SAA　北澤　正浩

■開会点鐘　副会長　佐藤　真吾

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

■出席報告

■本日の欠席者
安藤、斎藤、須藤、滝澤、二宮（麻）

■ゲスト
吉田いづみ様

(ガールスカウト神奈川県第 102 団団長 )

沈　　佳頴様（米山奨学生）

■５月誕生記念祝

太田　勝典会員　　　　5.27

兵藤　哲夫会員　　　　5.8

須藤　　亘会員　　　　5.31

本日の出席数        23 名

本日の出席率     79.31％ 修正出席率       96.30％

会員数　 　 　    31 名
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■会長報告　　　　　　　　　　
　皆様こんにちは。GW 明けで２週間ぶりの例

会です。GW はいかがお過ごしでしたでしょう

か ?十分な休息が取れましたでしょうか ?

　私は、長男と次男を父と母に預けて…と言っ

ても長男 20 歳、次男 16 歳なので、長男と次

男に年老いた父と母を預けて…と言った方が

正解でしょうか ? 久しぶりに妻と二人で旅行

に行ってきました。夫婦水入らずで過ごした

かったわけではなく、ただ単に、息子二人が 

誘っても付いてこなくなったので仕方なく…

といった感じでしたが、それなりに楽しめた 

旅行でした。これからは、夫婦二人で出かけ

る事が多くなるのかなあと、少し淋しくも感

じました。

１）滝澤会長の近況ですが、経過良好の様子で、

明日退院予定との事でした。一日も早い例会 

参加を心待ちにしています。

２）前回 4/25 の体験例会では、12 人のゲス

トの皆様をお迎えして、これまでにない大変

活気のあった体験例会となりました。ご尽力

いただいた会員の皆様、有り難うございまし

た。今回の体験例会にご参加いただいた方の

中から一人でも多くの仲間を増やすことがで

きるよう、会員増強委員会を中心として、引

き続きフォローをお願いします。

３）本日例会終了後に第二グループの情報集

２０１８年５月９日 第２３３４回例会　VOL. ４９　No. ３９
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横浜旭ロータリークラブ

旭区民まつりにて熊本みかん販売 熊本自転車支援 ガールスカウトとクリーン作戦

事務所

例会場

例会日

「ロータリー：変化をもたらす」  Rotary : Making a Difference  
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どを行っています。

　その誕生は、1905 年のシカゴから始まりま

す。20 世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会

経済の発展の陰で、職業道徳の欠如が目につ

くようになっていました。ちょうどその頃、

ここに事務所を構えていた青年弁護士ポール・

ハリスは、この風潮に堪えかね、友人３人と

語らい、お互いに信頼のできる公正な取引を 

し、仕事上の付き合いが、そのまま親友関係

にまで発展するような仲間を増やしたい、と

いう趣旨でロータリークラブという会合を考

えました。ロータリーとは、集会を各自の事

務所持ち回りで順番に開く事から名付けられ

たものです。

　こうして 1905 年２月 23 日に、シカゴロー

タリークラブが誕生し、それからは、志を同

じくするクラブが各地で生まれ、国境を越え、

今では 200 以上の国と地域に広がり、クラブ 

数 35,784、会員数 1,230,399 人（2017 年 11 

月 30 日 RI 公式発表）に達しています。

　日本で最初のロータリークラブは、1920 年

（大正９）年 10 月 20 日に創立された東京ロ 

ータリークラブで、世界で 855 番目のクラブ

として、国際ロータリーに加盟が承認されま

した。第二次世界大戦時の 1940 年に一度脱退

しますが、戦後 1943 年３月に復帰し、現在 

に至ります。日本全体でのクラブ数は 2,263、

会員数は 89,234 人（2017 年 12 月末現在） と

なっています。

　わが横浜旭ロータリークラブは、1970（昭

和 45）年１月 13 日にチャーターメンバー 26

名によって設立され、再来年には創立 50 周年

を迎えます。これまでの主な活動としては、

中学生の職場体験学習の受け入れ、旭高校・

旭陵高校での職業講話などの職業人としての

活動や、絶滅の危機に瀕している黒メダカの

頒布会を行い、 失われていく命の尊さや環境

保全の大切さを子供達に知ってもらう機会を

設けるといった 次世代を担う青少年への活動

などを行ってきました。

　現在では、東日本大震災復興支援のチャリ

ティーコンサートを開催したり、宮城県岩沼

市の保育園を訪問し、被災した子供達へサン
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会を例会場にて開催します。グループメンバー

以外の会員でもお時間があれば是非ともご参

加お願いします。

　今日はクラブフォーラムです。市川会長エ

レクトよろしくお願いします。

■幹事報告
　次回の例会には滝沢会長が出席予定です。

又、5/16 ㈬６時半より理事役員会を目黒会員

のお店にて開催致します。

■柳沢会員入会式　　　　　

　この度入会させて頂きました柳沢です。４

月に前任の本山と共に挨拶させて頂きました

が、それ以降引き継ぎ等、多数の方と名刺交

換をしましたが、なかなか覚えられません。

いろいろ声を掛けてもらえると幸いです。よ

ろしくお願い致します。

○佐藤真吾副会長歓迎の言葉

　柳沢さん、入会おめでとうございます。横

浜銀行の支店長なので、在籍期間に限りがあ

りますが、その分、中身の濃い、充実したロー

タリーライフを送って下さい。一緒に楽しみ

ましょう！

　所属する委員会ですが、本山さんの後任と

いう事で、また他クラブでの経験もあります

ので、即戦力として会報と出席委員会をお願

いします。吉原会報副委員長・大川出席委員

長よろしくお願いします。

　ロータリークラブと横浜旭ロータリークラ

ブについて ロータリークラブとは、社会のた

め、人々のために役に立ちたいという異業種

の職業人の集まりです。ロータリークラブの

会員は、自分自身と自分の職業の価値と品位

を高めながら、 会員相互の親睦を基本として、

情報や意見の交換、地域社会への奉仕活動な
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タクロースに扮してクリスマスプレゼントを

届たり、熊本地震の被災地にリサイクル自転

車を提供したり、また、地域の方々への情報

提供として、県立がんセンター協力のもとが

んセミナーを開催したりと、多方面にわたっ

て積極的に活動しています。

■御礼の挨拶
　　　　  ガールスカウト神奈川県第 102 団

　　                 　　　　　吉田いづみ

　皆様こんにちは。だだ今ご紹介頂きました

ガールスカウト神奈川県第 102 団団委員長の

吉田でございます。ロータリークラブさんの

「奉仕の理想」とガールスカウトの約束「私は

神に対するつとめを行い、地域と国と世界へ

の責任を果たし、人に役立つことを心がけガー

ルスカウトのおきてを守ります。」には共通す

るところがたくさんあるなと感じました。

　さて、去る４月 14 日に旭ロータリーのみな

さんと一緒にクリーン作戦を行いました。二

俣川駅から大池公園までの道のりの清掃活動

で、タウンニュースにもごみゼロの街をめざ

してと掲載されました。20 年ほど関わってお

りますが、ゴミはかなり減ってはいるものの、

まだまだ続けていかなくてはと思っておりま

す。発団から毎年４月第２土曜日は団行事と

してロータリークラブさんと一緒に行ってお

ります。団行事としては４月のクリーン作戦

に始まり、野外料理、キャンプ、赤い羽根募金、

クリスマス会、初釜、成人の日には教育委員

会より依頼があり、アリーナで受付を担当し

ております。３月は一年の締めくくりとして、

１泊で出かけます。それ以外にも年少スカウ

ト、年長スカウトに別れ活動をしております。

これからもロータリークラブさんとは青少年

に関する行事があればご一緒させていただき

たいと思います。

　私事ですが、めだかの学校でいただいため

だかが、今では我が家のベランダに３つの水

槽に泳いでいます。４つ目の水槽に卵を分け

ておりましたところ、20 匹程卵から孵って元

気に泳いでおりました。

　どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

■親睦委員会                                         後藤　英則

　二宮登会員より「ホタル観察会」と「ホタ

ルが住む街作り展 2018」の開催案内をお預か

りいたしましたので皆様にご案内いたします。

１）「ホタル観察会」

主催　横浜ホタルの会

日時　６月９日㈯午後７時頃～

場所　横浜市栄区　瀬上沢一帯

集合　JR 港南台駅改札口午後７時

　　　（時間厳守）

参加費　無料　自由参加

* 申込は特に致しません。集合場所にお集り

下さい

２）「ホタルが住む街作り展 2018」

主催　横浜ホタルの会

日時　６月２日㈯～ 10 日㈰

　　　午後３時半～９時半

場所　野村不動産横浜ビジネスパーク内

　　　中央円形公園特設ブース

　　  相鉄線天王町駅徒歩７分

参加費 無料

■情報集会報告
○第３グループ　　目黒　恵一

出席者

五十嵐、内田、倉本、須藤、滝澤、目黒

日時　４月 18 日午後６時～

場所　い志井にて

１）50 周年記念について

・ロータリーの現状 ( 例会、奉仕活動等 ) を

　動画にして残しておく。

・災害基金ファンドの作成

　何かの災害時に速やかに役立てるお金を残

　しておく

・旭区の昨日、今日、明日を造る
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　(旭区の昔、今、未来 )

　区民参加の昨日 (老人 )、今日 (成人 )、

　明日 ( 子ども ) に分けてモザイクアートを

　作る。それを役所、学校などに設置して貰う。

２）会員増強

次年度会費の値引きを前提に増強を図る。

昔の OB,OG に声掛けするなど。

■塩麻里奈さん　月例レポート４月報告
　こんにちは。台湾派遣生の塩麻里奈です。

この月例レポートを書くのも残り２回になっ

てしまいました。最初の頃はそんなに毎月レ

ポートに書くことがあるかな ? と思っていま

したが毎日、新しい発見がありレポートでは

伝えきれないぐらい特別な経験をしています。

　実はこの間、携帯をなくしました。私は事

情があり台湾では携帯を二台使っているので

すがそのうちの一台をバスに置いたまま降り

てしまいました。バスを降りてすぐないこと

に気がついたのでバスを追いかけたのですが

間に合いませんでした。日本では携帯をなく

したことがなかったのでどうすればいいんだ

ろうと思いながら平日でしたのでとりあえず

学校に行きました。学校につき先生に携帯を

バスに置いてきてしまったと相談するとすぐ

バスの会社に電話してくださり、後は報告を

待つだけだと言われました。バス会社から電

話は来ましたが携帯は見つからなかったと言

われてしまいました。半分泣きになりながら

午後からはロータリーの活動へ行き、家に帰

りました。家に着くとホストマザーが携帯が

見つかったよ！と言ってきました。私が学校

から出た後にバス会社から学校に電話があり

携帯を事務所で保管しているから取りに来て

欲しいと言われたそうです。事務所はバスの

終点の駅にあり一人では不安でしたのでホス

トマザーについてきてもらい、携帯を受け取

りました。悪い人に拾われなくてよかったね、

次からはちゃんと確認してから降りるのよ。

とホストマザーに言われました。今回の件で、

学校の先生にもホストマザーにもバス会社の

人にも迷惑をかけてしまい本当に反省しまし

た。日頃から注意力が足りないと思うのでもっ

と周りに注意を払って生活していこうと改め

て思いました。

　さて、先月のレポートでも報告させていた

だいた通り今月の半ばに学校の修学旅行があ

りました。実は冬休みが明けてからロータリー

の活動や他のクラスへの参加でほとんど自分

のクラスに参加できていませんでした。なの

で修学旅行での活動がどういうものなのかよ

くわからず参加しました。前日に自分のクラ

スに行くと一枚の服が置いてありなんだろ

う？と思っているとある子が同じ班のみんな

でお揃いの服を着るからそれはあなたの分！

と言われました。班のみんなからのプレゼン

トということですごく嬉しくなり修学旅行に

行くのが楽しみになりました。当日は朝 6:30

に学校集合でバスに約６時間乗り高雄という

台湾最南端の場所に行きました。台北が台湾

の最北端なので随分と雰囲気が違い気温も５

度以上高かったです。日本での修学旅行だと

学ぶことが多いと思うのですが、台湾の修学

旅行はほとんどが遊びでした。遊園地やアウ

トレットパーク、海や水族館などに行き三日

間のほとんどを遊びに費やしました。そもそ

も、台湾でのこの旅行は修学旅行というより

卒業旅行に近いもので受験前最後の思い出作

りという感じでした。

　暑い中一日中遊びまわったので夜はすぐに

眠くなりました。しかし、驚いたのが夜寝る

前にほとんどの子がカップラーメンを食べて

いたことです。日本ではお菓子をたくさん持っ

て行き夜に食べることはありましたが、カッ

プラーメンを食べてる人は見たことありませ

んでした。なのでなんでみんなカップラーメ

ンを持ってきてるの ? と聞くと、え ? ！持っ

てきてないの ? と逆に驚かれました。台湾で

は旅行の時にカップラーメンを持って行くの

が普通のようです。家に帰った後ホストマザー

に聞くと、慣れない土地に行き食事が口に合

わないと夜お腹が空くからカップラーメンを

持って行くことがあると教えてもらいまし

た。それの名残で修学旅行などの学校行事に

もカップラーメンを持って行くことが普通に

なったのかなと思います。今回の旅行ではク

ラスの子たちとも仲良くなれ、また、行った
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ことのない高雄という場所で台北との違いを

感じながら台湾の文化などを見ることができ

たとてもいい機会でした。

　今月は留学生の友達ともたくさん遊びまし

た。まず、７日には私とアメリカ人２人で遊

園地に行きました。今月は５日間の連休があ

り暇だからどこかで遊ぼうという話になり、

ホストマザーの勧めで兒童新樂園という少し

小さめの遊園地に行きました。色々なアトラ

クションがあり１日そこで遊びました。絶叫

系のアトラクションに何個か乗りアメリカの

ものに比べたらこんなの全然怖くないと２人

は言っていましたが私はかなり怖かったです。

この遊園地は乗り物を乗る時にチケットを渡

すか yO-yO カードという日本でいう PASMO の

ようなものでお金を払い乗ることができます。

日本では見たことのない面白いシステムだと

思いました。帰りはみんなで綿菓子を食べな

がら帰りました２人とさらに仲良くなれてと

ても楽しかったです。

　また、今月の半ばアメリカ人、ドイツ２人、

スロバキア人と私でビーチに行きました。台

湾はもう 30 度近い気温がある日もあり海に

行っても寒くはありません。この日も少し曇

り気味ではありましたが、気温が高く絶好の

海日和でした。みんなで浜辺に寝転び各国の

ことについて話したり海に入ったりして遊び

ました。帰る頃にはみんな日に焼けて顔も背

中も赤くなっていました。違う国から来た人

で集まると、似てるところや全く違うところ

があり、話していて面白いし勉強になります。

また、海外の人たちは、私が日本で友達と話

していたことよりも難しい話をします。例え

ばよく出るのが大学の話です。ほとんどの子

が私より年上なので、大学について考える歳

だとは思うのですが、自国の大学だけではな

く隣国や全く違う地域の大学などについてよ

く調べていて驚きました。日本は島国だから

なのか他の国と比べる機会があまりないよう

に感じます。しかしヨーロッパなどの国が密

集している地域では、自国の大学だけではな

く隣国などの大学も調べより良い大学を選ぶ

そうです。私は今まで外国の大学のカリキュ

ラムを日本のものと比べたりしたことがな

かったので本当に驚きましたし、尊敬しまし

た。私もみんなを見習い、自分の将来をもっ

とよく考えようと思いました。

　先月のレポートでも報告した通り来月の５

日に大きなテストがあります。これはロータ

リーのテストではなく台湾のテストで、日本

でいう検定のようなものです。過去の問題を

毎週解き先生に採点してもらっています。本

当に難しく、解くたびにテストに合格できる

か不安になります。結果はだいたい合格ライ

ンなのですがギリギリなのでもっと勉強しな

きゃと思います。留学生の中で唯一二つのレ

ベルのテストを受けるので先生の期待を裏切

らないように頑張ります。

　留学生活も残り２ヶ月になってしまいまし

た。中国語のクラスも来月の半ばで終わって

しまいます。帰国の準備が進むにつれ寂しさ

もありますが、今できる最大限をやろうと思

います。残り少ない台湾での生活も楽しみな

がら学んでいきます。

　最後まで読んでくださりありがとうござい

ました。

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

佐藤　真吾／①ガールスカウト第 102 団吉田

様、ようこそお越しくださいました。沈さん

ようこそ。②柳沢さんの入会を祝して。③市

川会長エレクト、本日のクラブフォーラム宜

しくお願い致します。

田川　富男／柳沢さん、入会おめでとうござ

います。出来る奉仕活動を期待しております。

柳沢　哲也／横浜銀行の柳沢哲也と申します。

何が分らないか、分ってない位分っておりま

せん。どうぞよろしくお願い致します。

市川　慎二／本日は会費についてのフォーラ

ムとなります。皆様宜しくお願い致します。

後藤　英則／柳沢さん、入会おめでとうござ

います。ロータリーを楽しんで下さい。

福村　　正／柳沢哲也様、ご入会おめでとう

ございます。宜しくお願いします。

宋　　謹衣／① GW 中にゆっくり自分の仕事を

やろうと思っていましたが、結局バタバタし

て何も出来ませんでした。今日、例会で皆様
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のパワーを頂きまた明日から頑張ります。よ

ろしくお願いします。②柳沢会員、入会おめ

でとうございます。

大川　伸一／柳沢様、ご入会おめでとうござ

います！よろしくお願いします。

倉本　宏昭／①柳沢さん、これから一緒に大

いに遊びましょう。②ガールスカウト吉田さ

ん、お久しぶりです。これからもご活躍お祈

りします。③沈さんようこそ。ガンバってい

ますか ?

関口　友宏／柳沢さんのご入会を祝して。

新川　　尚／①ガールスカウト 102 団団長吉

田様ようこそ！②柳沢さん、入会おめでとう

ございます。

佐藤　利明／柳沢哲也さん、入会おめでとう

ございます。ロータリーを共に楽しみましょ

う。

吉原　則光／①またまた天候異変、３月下旬

の寒さとか。本日のフォーラム、充実した内

容で成果を期待します。②柳沢さん、入会お

めでとうございます。ロータリーでのご活躍

をお願いします。

内田　　敏／①柳沢さん、旭ロータリークラ

ブに入会おめでとうございます。これからよ

ろしくお願い致します。入会有難うございま

す。②妻に誕生祝いの美しいお花を頂き有り

難うございました。大変感謝しています。

太田　勝典／①ガールスカウト吉田様ようこ

そ。②柳沢さん、入会おめでとうございます。

③誕生日祝いを頂き感謝！

兵藤　哲夫／誕生日祝いをいただいてありが

とうございました。

今野　丁三／妻の誕生祝いにお花をいただき

有り難うございました。女房、曰く ｢ 誕生祝

いにお花をプレゼントはロータリーだけ…｣

目黒　恵一／①情報集会、後藤、北澤、新川

グループの皆様、ありがとうございました。

②柳沢さん、入会おめでとうございます。

青木　邦弘／柳沢さん、入会おめでとうござ

います。

■クラブフォーラム　　　　　　 市川　慎二

　本日は、次年度のクラブ会費についての

フォーラムを開催致します。

　過日、現理事会にて、次年度から会費を下

げる旨を提案させて頂き、次年度理事会にて、

会費について審議いたしました。

　今まで、会員減に伴う赤字解消に向けてこ

こ数年各種経費の削減にクラブを挙げて努め

てきたことは、皆様ご承知おきの通りです。

経費の内大きな所では、例会費と事務所家賃、

( 倉庫を含む ) でした。岡田会員のご好意に

より例会場を無料にてお貸し頂く事ができ、

赤字から黒字へとなることができました。岡

田会員にあらためて御礼申し上げます。

　そして、昨年より、事務所兼倉庫として、

太田勝典会員のご好意により、無料にてお貸

し頂き、大幅に支出を節減できるようになり

ました。太田勝典会員にも改めて御礼申し上

げます。

　本来であれば、青木年度の理事会にて、当

クラブの 50 周年事業終了後に会費の値下げを

検討することになっておりましたが、少しで

も早く、会費を値下げし、会員皆様のご負担

を軽減すると共にこの会費値下げを会員増強

に繋げることが、岡田会員、太田勝典会員お

二人のご好意に応える一番の形になると考え

たからです。

　それを踏まえ、収支を考え赤字にならない

ギリギリまで会費を下げると、先日お話した

22 万円という数字になりました。

　次年度会費を半期 11 万、一年間で 22 万と

理事会で承認され、提案させて頂きましたが

３月 14 日の臨時総会にて、否決、継続審議と

なりました。臨時総会時では時間も限られ、

充分な協議できなかった為、本日、急遽クラ

ブフォーラムを開催する運びとなりました。

今回のプログラム変更に伴い、新川会員に変

更して頂きました。ご厚意に感謝申し上げま

す。

　その後、更なる会費値下げに向けて予算案

を見直すため、今日まで検討を重ねてまいり

ました。もう一度、どのように会費を下げら

れるか検討したいと思います。

■次週の卓話   

　　5/23 ㈬クラブ協議会　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　週報担当　吉原　則光


