
■司　　会　ＳＡＡ　五十嵐　正

■開会点鐘　会　長　滝澤　　亮

■斉　　唱　手に手つないで

■出席報告

■本日の欠席者
宋、須藤、二宮 (麻 )、佐藤 (真 )

■他クラブ出席者
新川 (地区 )

■恵送を受けた週報
横浜瀬谷 RC

■皆出席者表彰

市川　慎二会員　　　　６年

■会長報告　　　　　　　　　　
　皆様こんにちは、すぐれない天気の日々が

続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。

本日の出席数        22 名

本日の出席率     84.62％ 修正出席率          100％

会員数　 　 　    31 名
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　本日で通常例会は最後であります、最終例

会は夜間例会ですので会長報告も本日で最後

になると思います。

　本日は、会長・幹事の 1 年を振り返ってと

いうことです。会長 25 分、幹事 5 分という割

り振りで５枚近くの原稿を作成してまいりま

した。幹事の話す時間が無くならないように

本日の会長報告は短くこの辺で終わりたいと

思います。

■幹事報告
　最終例会は夜間移動例会となります。

6/27 ㈬午後６時点鐘　

場所は二俣川ライフ仕立屋

　2000 円の会費負担お願いします。

■ご挨拶　　　　　　　　　　　関口　友宏

　この度、クラブ創立 50 周年記念事業実行委

員長を仰せ付かりました。

　準備委員会がそのまま移行して行くのかと
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は、購読料の値上げの検討もやむを得ないの

ではといっている。日本のロータリーの会員

減少は、クラブも地区も、ロータリーの友も、

財政の逼迫を招いているのであり、しわ寄せ

は会員のクラブ年会費にくることになるので

あろう。

○縦組

１）４頁以下によると、アイヌが守り神とし

てきたシマフクロウが、牧草地や農地が開発

されたり、河川の近代的な改修が進むにつき、

生息地が激減してしまったとのことである。

1971 年に国の天然記念物になり、1993 年には

種の保存法に基づき国内希少野生動植物種に

も指定されている。環境省の定めるレッドリ

ストでは、絶滅危倶 IA 類（CR） 、ごく近い将

来における野生での絶滅の危険性が極めて高

いものとなっている。さらに絶滅の恐れが高

まり、1993 年には、環境省・農林省が策定し

たシマフクロウ保護増殖計画がスタートした。

100 年先を見据えた目標を設定し、シマフク

ロウが生息する豊かな森を取り戻す事業であ

る。虹別コロカムイの会では、シマフクロウ

の保全を通じて、この鳥を守るということは、

川・海の環境を守り、そのことで流域の第一

次産業を守り、酪農と農業という基幹産業を

守ることにあるとして、活動している。その

活動報告である。

２）９頁のクラブを訪ねては、益子ロータリー

クラブである。余りにも登場人物が多くて、

益子という土地の特色が伝わってこないが、

末尾２行にある、外から来た人が大事にされ

活躍している。益子とはそういう土地だと言

いたいのであろう。

３）16 頁の友愛の広場に、地区研修・協議会

で講演されて刀根荘兵衛パストガバナーによ

る「次年度 RI テーマ日本語訳について思う」 

という投稿が掲載されている。ガバナー補佐

就任前卓話で、次年度 RI テーマ「インスピレー

ションになろう」は、「モチベーションになろ

う」、「モチベーションを高めよう」 と言われ

た同パストガバナーの講演を紹介したが、そ

の見解について解説されているので、熟読し

ていただきたい。

４）20 頁の柳稿には、吉原会員の川柳が掲載

されている。
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思っていたので、青天の霹靂です。

　ご存知のように、クラブは昭和 45 年（1970

年）１月 13 日に設立されました。50 周年は

大分先の話かと思っていたら、１年半後に迫

りました。

　10 年毎の周年行事は行われてきましたが、

50 周年は半世紀、偶然、東京オリンピックの

年でもありますので、特別な意味合いを感じ

ます。

　皆さんの全面的なバックアップを頂き、微

力ながら進めていきますので、宜しくお願い

致します。

■ロータリーの友６月号紹介　　　

　　　　　　　　　　　　　　　増田嘉一郎

○横組

　今月は、３頁以上に亘る読み物はなく、２

頁位のものが続く。

１）７頁以下は、RI 会長の提唱した全国の植

樹活動の報告であり、2590 地区の岩沼の千年

希望の丘での植樹は、9 頁左上から 2 番目に

紹介されている。

２）14・15 頁は国際ロータリー親睦活動グルー

プとしてのロータリー囲碁同好会の活動報告

である。私の参加しているボーイスカウトの

IFSR（インターナショナル・フェローシップ

オブスカウトロータリアン）は、15 頁の下段

右側５番目に記載されている。皆さんも、RI

公認の親睦活動グループに参加することをお

勧めする。

３）16 頁に 2020 年の東京パラリンピックへ

の奉仕を考えての記事がある。平昌パラリン

ピックを取材した結果、東京は設備のバリア

フリーはともかく、心のバリアフリーの面で

もっと成長する必要があると言っている。

４）24 頁に米山梅吉の生涯を紹介している。

古い会員は何度も開いたことがあるとは思う

が、米山梅吉について、この記事程度のこと

は知っておいて欲しい。

５）31 頁に、ロータリーの友委員会清水良夫

委員長の「退任に当たり」という記事がでて

いる。2011 年以降、友誌は単年度赤字が続い

ており、黒字経営に戻すことが喫緊の課題で

あるという。赤字拡大の要因は、売り上げ部

数と広告収入の減少とのことである。2019-20

年度までに、赤字が解消されなかった場合に
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■５分間情報　　　　　　　　  　北澤　正浩

○ブロック塀倒壊事故について

　６月 18 日㈪に大阪北部で起きた最大震度６

弱の地震で、小学校のプールのブロック塀が

倒壊し、高槻市の９歳の女児が尊い命を落と

しました。

　倒れたブロック塀はプール基礎を合わせる

と高さが 3.5 メートルあり、建築基準法では

2.2 メートルを超えるブロック塀を作ること

は認められておらず、また、高さ 1.2 メート

ルを超える塀には、強度を補うための「控壁」

と呼ばれる壁を設置する義務がありますが、

設置されていませんでした。いわゆる違法建

築物です。

　この塀は以前はフェンスでしたが、近隣か

ら騒音の苦情や、プライバシーの問題があっ

てあれだけ高い塀に改造せざるをえない事情

もあったようです。だからといって「違法」

な塀を建てたのは許されることではありませ

ん。

　今回は公共建築物で起こった事故なので責

任の所在については、市・学校・定期点検を

行った業者・施工業者と複数考えられますが、

特に点検業者が責任追及される可能性が高い

です。

私としては、関係者の責任を追及することは

必要なことですが、なぜあれだけ高い危険な

塀を建てなければならなかったかの事情も知

る必要があると思います。

　近隣や保護者から要求される過剰な配慮が

「違法」な建造物を造らせる可能性があるから

です。

　危険なブロック塀は自分の身のまわりでも

見かけることが多いです。皆様もくれぐれも

今回のような事故に巻き込まれないように、

またご自身で所有されている建物から事故を

おこさないようにお気をつけください

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

滝澤　　亮／本日は通常の最後の例会です。

私のつまらない話におつきあいください。

田川　富男／ 6/27 最終例会は午後６時より、

仕立屋にて開催されますお間違えのないよう

出席お願いします。

吉原　則光／本年度も無事終了となりました。

会長さん幹事さん、一年間大変ご苦労様でし

た。いろいろご指導有り難うございました。

旭 RC の益々の発展を祈念いたします。

北澤　正浩／滝澤会長、田川幹事、一年間お

つかれさまでした。

目黒　恵一／滝澤会長、田川幹事、一年間ご

くろうさまでした。

市川　慎二／①滝澤会長、田川幹事、一年間

お疲れ様でした。次年度も宜しくお願い致し

ます。②皆出席祝いを頂き有り難うございま

す。10 年、20 年を目標に頑張ります。

青木　邦弘／「旦那と猫と鬼ごっこをして遊

んでいたら、調子に乗って階段から落ちて、

背骨を骨折した」と宋さんからメールがあり

ました。

二宮　　登／会長、幹事さん一年間御苦労様

でした。

関口　友宏／創立 50 周年の実行委員長を仰せ

つかりました。皆さんのご協力をお願い申し

上げます。

大川　伸一／先ずはワールドカップ、コロン

ビア戦の勝利、おめでとうございます。入会

してから早いもので２年経ちました。滝澤会

長、田川幹事、ご苦労様でした。本日の卓話

宜しくお願い致します。

五十嵐　正／滝澤会長、田川幹事、一年間お

世話になりました。本日の卓話楽しみにです。

安藤　公一／①滝澤会長、田川幹事、一年間

お疲れ様でした。②昨日のサッカー日本代表

の勝利を祝して。

太田　幸治／①滝澤会長、田川幹事のこの一

年を振り返って、聞かせて頂きます。一年間

ご苦労さまでした。②格上のコロンビアから

価値ある一勝。先制点 MF 香川の PK、本田ア

シストによる FW 大迫の決勝ゴール、お見事で

した。この一勝は大きい。

後藤　英則／ゴール寸前の会長幹事、一年間

ご苦労さまでした。お疲れ様！
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■この一年を振り返って
○幹事　田川　富男

　まだ、今期が終わったわけでは有りません

が、会員の皆様のおかげを持ちまして、今期

の終了を向かえることが出来ます。そして、

ロータリアンの寛大な心を持ちまして、何か

と不行き届きの点も多々あったとは思います

が、ご容赦願いまして任を解かさせていただ

きます。

　昨年６月にて、幹事候補であった鈴木会員

の退会により、突然に幹事の指名を頂きまし

た。当然のごとくロータリアンには「でも、

しかし、でも」と言う拒否権が存在しない為

に、受けさせて貰いました。元々、滝澤さん

とはロータリーに入会する以前からの知り合

いでしたので、断る理由も無く、喜んでと快

諾させ貰いました。ですが、突然の役務で幹

事は何をするべきかの理解が薄い点がありま

した。自分の考えでは、会長を補佐して会員

の方々とのパイプ役に徹して「黒子」の存在

として、目立たない立場、立ち位置に居るの

が幹事の務めと思っていましが、会長の病魔

（滝澤さんが悪いのではないが）のせいで、何

かと出しゃばった幹事だったと反省をしてい

ます。でも、流石は滝澤会長（学者肌の方です）

例会時の会長報告の原稿を何度か自宅に忘れ

て来て、はらはらしてもアドリブで会長報告

をまとめる力のある会長です。

　期中の出来事をすべて話す事は出来ません

し、後で話す滝澤会長が話す内容が無くなり

ますので、一部の内容と致します。一番には

今期において入会された方々に感謝致します。

色々な考えもありますが、同じ気持のある仲

間が増えることは良いことです。また、各奉

仕委員会も活発に活動していただいた事にも

感謝しています。その中でも、国際奉仕委員

会は宋さんの入会もあり多々の活動と提案を

していただきました。親睦委員会につきまし

ても、この指とまれ企画、クリスマス例会を

盛り上げて貰いました。社会奉仕委員会でも、

旭区民まつりで会員の協力を貰い無事に終了

しました。がんセンターの会場をお借りした

「がんセミナー」でも大勢の方に参加していた

だきセミナーを成功させて頂きました。

　そして、幹事役としても、その年度におい

て何か残せるか考えると、あまり記憶に残る

事も少ない中、新会員として入会して貰った

事、宋さんの米山からの繋がりからの仲間入

りは他クラブにも好影響を与えた事と思いま

す。会員の皆様には、各奉仕活動に対して、

一致団結して協力して貰った事に感謝申し上

げます。

　最後に成りますが、元会員笛田さん、大先

輩安藤達雄さんとのお別れが有り残念です。

　幹事の最後の仕事としては、各奉仕委員長

には今期終了後にクラブ活動報告書を、作成

して頂き提出してもらい今期を終了させてい

ただきます。

　会員の皆様には、色々とご協力を頂きまし

て、有難うございました。

○会長　滝澤　　亮

　今年度を振り返った時に最初に触れなけれ

ばならないのが、病気のことでしょう。

　まず昨年に血尿に気づき、人工透析施設の

ある聖マリアンナ医科大学の横浜西部病院に

おいてみてもらい膀胱がんの可能性が高いこ

とがわかり 12 月に手術を受けました。それに

より１週間入院しました。そして年が明けて

１月 10 日に呼吸困難をおこし、救急車で同じ

く横浜西部病院に入院をし、２週間入院をい

たしました。それで心筋梗塞の可能性を指摘

され通院いたしました。そして短期入院のカ
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テーテル検査などを経て、心臓外科で、バイ

パス手術を受けることになり、４月の第一例

会後の日に入院いたしまして、５月初旬まで

病院に留め置かれました。バイパス手術は 12

時間以上にも及ぶ大変なものでしたが、何と

か成功し順調に心臓は動いております。

　この１月から５月まで会長としてほとんど

機能しておりませんで今回の報告にあたって

も後半期については何もわかっておりません、

そのことをまずお詫び申し上げます。

　また休みの問、佐藤真吾副会長・田川幹事

をはじめとして各会員の皆様には、ご迷惑を

おかけしたことを謝ります。

　病気の話は、ごれぐらいにして本題に入り

たいと思います。年度の初めの７月５日の第

１例会で会長報告をいたしました。

　RI 会長イアン .H.S. ライズリ一氏の今季の

目標（ロータリー変化をもたらす）という言

葉の説明を行いました。そして、それを実施

することが今季の目標を完成させることにな

るであろうとしました。

　そして地区ガバナー湯川孝則氏の地区目標

「ともに語ろうロータリー友達になろう」で

このともとは、共・友との説明を行いました。

今年度は、奉仕をメインとしながらも親睦も

重視していきたいということを述べさせてい

ただきました。

　まず会員増強では、会員の皆様のご協力で

会員数 29 で始まりましたが 32 名まで増やす

ことができました。

　7/5 には目黒会員、7/12 には宋会員、そし

て 10/4 には須藤会員の入会式を行い、３名を

新しい会員に迎えました。また人数に変化は

ありませんが 3/28 に本山会員の転任により、

4/11 に後任の柳沢会員を迎えることができま

した。

　イニシエーションスピーチは 9/20 の例会

で、目黒会員・宋会員に披露していただき、

また須藤会員には 11 月の夜間移動例会の席で

お話しいただいきました。4/15 の体験例会で

は 13 名のゲストを迎えることができました。

次年度の増強につなげたいと思います。

　また本年２月には安藤達雄会員がお亡くな

りになりました。それにより現会員数は 31 名

となりました。

　7/19、鶴岡武ガバナー補佐をお迎えしてク

ラブ協議会を開きました。各委員長から今年

度の活動計画を発表していただき、それにガ

バナー補佐からのご意見を頂きました。

　7/30、旭ジャズまつりが開催され休日にも

かかわらず多くの会員の参加を見ました。

　8/2、ガバナー公式訪問を受け、卓話には地

区からの要請などをお話しいただきました。

　地区大会に先立ち 10/4 には地区のチャリ

ティーコンサート・パーティが開かれ財団学

友の朝倉春菜さんが司会と出演をされたので、

私の方から花束を贈呈させていただきました。

　10 月には恒例の旭ふれあい区民まつりが開

催され多くの会員の参加がありました。

　11/10・11 日には地区大会が行われ多くの

会員の参加がありました。

　12 月には、岩沼ロータリークラブとの共催

で、子供たちにお菓子を配りました。北澤・

佐藤真吾会員には岩沼まで足を運んでいただ

いてご苦労様でした。

　12/16、例年通りクリスマス家族懇親会が

KKR ポートヒル横浜において開催されました。

青少年交換学生の塩さんのご両親をお招きい

たしました。また余興には須藤会員のマジッ

クなどを披露していただきました。

　1/7、旭公会堂でチャリコン部会主催のチャ

リティーロックコンサートが行われました。

　3/24、神奈川県立がんセンターにおいて第

２回目となるガンセミナーが開催された。100

名以上入る会場も満席となり補助椅子まで出

すことになり、昨年と比較しても引けを取ら

ない状況となりました。ひとえに大川会員の

努力のたまものと感謝をいたします。

　4/14、ガールスカウト神奈川第 102 回とと

もに二俣川駅から大池公園までゴミ拾いをい

たしました。5/9 には団長の吉田いずみ様よ

りお礼を兼ねてご挨拶いただきました。

　そして次週の最終移動例会を残すのみにな

りました。本年度１年間皆様のご協力により

何とか会長の大任を成し遂げることができま

した。どうもありがとうございました。

■次週の卓話　　

　7/4　新年度開始

　会長、幹事他五大奉仕役員就任挨拶　　　

　　　　　　 　　 　週報担当　柳沢　哲也
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平 成 3 0 年 度 ５ 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

％

％

％

16日

％
100

安　藤　公　一

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

目  黒  恵  一

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

大　川　伸　一

太　田　勝　典

太　田　幸　治

齋　藤　善　孝

29
23

９日

29
29 100

29
27 93.10

29
29 100

75

100

75

100

 100

100

100

100

100

100

75

100

100

50

100

100

75

100

　       75

25

0

25

0

0

0

0

0

0

0

50

0

25

50

0

0

25

0

25

100

100

 100

100

 100

 100

 100

 100

 100

100

125

100

125

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

75

100

75

25

100

0

0

0

50

25

0

25

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

25

100

100

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

宋                    謹      衣

須　藤　　　亘

田　川　富　男

滝　澤　　　亮

内　田　　　敏

矢　田　昭　一

柳　沢　哲　也

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－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

％

％

27
26 96.30

27
27 100

23日

   

  

－出席規定免除－

％
79.31

％

％

29
27 93.10

29
29 100

30日

％

－出席規定免除－

－出席規定免除－


