
■司　　会　ＳＡＡ　内田　　敏

■開会点鐘　会　長　市川　慎二

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

■出席報告

■本日の欠席者
斉藤、二宮 (麻 )

■ゲスト
沈　　佳穎様 (米山奨学生 )

■ 12 月誕生記念祝

五十嵐　正会員　　　　12.20

大川　伸一会員　　　　12.12

関口　友宏会員　　　　12.10

目黒　恵一会員　　　　12.18

本日の出席数        25 名

本日の出席率     92.59％ 修正出席率    　96.43％

会員数　 　 　    30 名
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■会長報告
　皆様こんにちは。昨日は、多くの所で 12 月

の観測史上の高温を記録して驚きましたが、

師走になり 2018 年も後１ヶ月となりました。

　今年はクラブ会長を仰せつかり、会長職を

「笑顔で楽しもう」笑顔で楽しもうと決めてお

りました。皆様のご理解、ご協力があり、お

かげで例年よりも早く、あっという間に時が

過ぎたように感じます。

　笑顔というと、幼稚園児くらいの子どもは

何回くらい笑うかご存じでしょうか。子ども

は 1 日 300 回は笑うと言われています。それ

が大人になると 10 回くらい、時間にすると

30 秒くらいになるそうです。

　私は、ロータリーに入会させていただき、

間違いなく笑顔が増えました。会員と話して

は笑い、例会での卓話やジョークで笑い、そ

して地域の為の奉仕活動で、誰かが喜んでも

らえれば、自分も笑顔になれます。100 回か

ら 200 回笑うと、10 分間ボート漕ぎをするの

と同じ効果を心臓に与え、血液の循環も良く

するそうです。笑いは百薬の長とか、笑いに

勝る良薬なしと言います。

　皆様、お忙しい時期とは思いますが、楽し

いゴルフやお酒、ロータリーのクリスマス例

会など、健康の為にも笑顔で残りの１ヶ月を

過ごしていきましょう。
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　出席報告により、本日は会員総数 30 名、出

席数 25 名となり、会員総数の３分の１の定足

数を満たしましたので、年次総会は成立と致

します。

　議案は、次年度の役員と理事の選挙となり

ます。候補者は、佐藤真吾会員、田川富男会員、

北澤正浩会員、大川伸一会員、新川　尚会員、

目黒恵一会員、五十嵐正会員、安藤公一会員、

市川慎二会員となります。

賛成の方は挙手をお願い致します。

　採決の結果、出席会員の過半数の賛成があっ

たものと認め、原案通り可決決定致しました。

以上で、本日の議案事項は、全て終了致しま

した。これをもちまして年次総会を閉会と致

します。ありがとうございました。

■幹事報告
○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　12 月 18 日㈫夜間移動例会

　　　終了後、クリスマス親睦会

場所　ロイヤルホールヨコハマ

　　　横浜市中区山下町 90　☎ 045-641-1122

日時　12 月 25 日㈫休会

日時　１月１日㈫休会

■プログラム委員会　　　　　  　佐藤　真吾

　年明け１月９日、例会時に予定している年

男新年の抱負は 23 日、横浜瀬谷 RC との合同

例会時に変更となります。

年男卓話者／二宮　登・太田幸治・青木邦弘

                            （会員敬称略）

■職業奉仕委員会　　　 　　　  大川　伸一

　今年度のがんセミナーの日程のお知らせ

日時　2019 年３月２日㈯ 13 時～

場所　神奈川県立がんセンター

テーマ　がん医療～最近の話題

　宜しくお願い致します。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川　慎二／①福村さん、先日は親子で診療

していただき有難うございました。本日の月

間のフォーラム、楽しみにしております。②

年次総会、宜しくお願いします。③沈さんよ

うこそ。

安藤　公一／①福村さん、卓話宜しくお願い

します。② 12/2、大学ラグビーで早稲田が明

治に勝利する事が出来ました。皆様の応援の

お陰です。③昨日の旭 RC ゴルフコンペにご参
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　さて、ロータリーでは、疫病予防と治療月

間です。重点分野の基本方針においてロータ

リーは、疾病の原因と影響を減らすための活

動と研修を支援しています。ご存じのように、

現代社会で生きる我々にとって、また未来を

育む子ども達にとっても、疾病の原因と影響

を減らす、または無くすことは、大きな意義

をもっておりますが、世界的に見ても、非常

に大きなテーマである為、実践部分での活動

は難しいと思います。ただ言えることは、ロー

タリアン一人一人の寄付がポリオをはじめと

する、誰かの尊い命を守ることに繋がってお

ります。難しいことは福村会員のフォーラム

にお願いしまして、私からは笑いが皆様の健

康に繋がりますので、ぜひ「笑顔でご寄付」

をお願い致します。

○地区関係

１）2021‐2022 年度、ガバナーノミニー候補

者推薦依頼が届いておりますので、ご推薦者

をお知らせください。

２）米山奨学生・学友年末パーティー

日時　12 月 9 日、沈さんと新川会員が出席さ

れます。　

３）地区Ｒ財団補助金セミナー

日時　12 月 20 日、　佐藤真吾会員と田川会員

が出席されます。

○クラブ関係

１）横浜日吉 RC より、メールにて、IM キャ

ラバン隊のお礼と、非常に印象に残った素晴

らしいクラブと事務局に連絡がありました。

当クラブの例会の雰囲気を、諸先輩の皆様が

50 年間作り上げてきてくださったお蔭と、本

当に誇らしくとても感謝しております。私も

当クラブの恥にならないよう努めて参ります。

２）岩沼 RC 会長大友さんのお母様が 10 月１

日に 84 歳でご逝去されました。心よりご冥福

をお祈り致します。

３）先日開催された地区大会の様子が、マ

ンスリーレター 4p. に増田ガバナー補佐、

5p. には新川会員が掲載されております。

■年次総会
　只今より、定款 第８条 第２節 及び細則 

第５条 第１節の規定に基づき、年次総会を開

催致します。規定により私、市川が議長を務

めさせていただきます。
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加頂いた皆様お疲れ様でした。太田さん優勝、

関口さん準優勝、青木さん３位入賞おめでと

うございます。

福村　　正／本日、フォーラム担当させてい

ただきます。宜しくお願いします。来年 1/20

のチャリティーコンサートを宜しくお願いし

ます。

吉原　則光／いよいよ師走、本日の卓話、福

村さん宜しくお願いします。有益なお話、楽

しみにしております。

目黒　恵一／誕生日お祝いありがとうござい

ます。

柳沢　哲也／暑い日、寒い日が日々変わって

おり、カゼをひきやすい気候ですね。

須藤　　亘／①昨日は 12 月としては記録的

な暑さだったようで驚きました。寒暖差の激

しい日がつづきます、皆様体調ご留意下さい。

②福村先生、本日の卓話どうぞ宜しくお願い

します。

新川　　尚／本日、チャリコンのポスターを

配りました。今回は 1/20 です。よろしくお願

いします。

関口　友宏／①安藤さん、青木さん、昨日は

お世話さまでした。太田さん、優勝おめでと

うございます。②誕生日祝い、ありがとうご

ざいます。

青木　邦弘／昨日のゴルフ、お世話になりま

した。太田、関口両先輩が欠席されていたら

優勝でした。

倉本　宏昭／①沈さんようこそ。②今日の

フォーラム福村さん、いろいろ教えて下さい。

北澤　正浩／福村さん、卓話よろしくお願い

致します。

大川　伸一／福村先生、本日の卓話をよろし

くお願い致します。

内田　　敏／①福村さん、本日の卓話よろし

くお願いします。②太田さん、ゴルフコンペ

優勝おめでとうございます。

兵藤　哲夫／福村先生、本日の卓話楽しみで

す。役に立つ医学の話、宜しくお願いします。

佐藤　真吾／①福村さんの卓話当番の時はい

つもドキドキしています。間に合って良かっ

た～。卓話よろしくお願いします。②沈さん

ようこそ。

太田　勝典／昨日の旭ゴルフ大会では、安藤

幹事ご苦労様でした。最初で最後の優勝とな

りそうです。

宋　　謹衣／お久しぶりです。左手の手術が

無事に終わりました。これからも元気で生き

ていきますのでよろしくお願いします。

五十嵐　正／誕生日祝いを頂き有り難うござ

います。いよいよ年金スタートです。

■卓話「疾病予防と治療」           　福村　　正

　2014 年 10 月 RI 理事会は、12 月を重点分野

「疾病予防と治療月間」としました。

　地域社会の医療従事者の能力向上、伝染病

の伝播を食い止め、非伝染病とそれによる合

併症を減らすための、疾病予防プログラム、

地域社会の医療インフラの改善、疾病の蔓延

を防止することを目的とした地域住民への教

育と地域動員、 疾病またはケガによって引き

起こされる身体障害の予防、疾病予防と治療

に関連した仕事に従事することを目指す専門

職業人のための奨学金支援を強調する月間と

のことです。 

　2015-16 年度より新たに理事会は奉仕の重

要性を認識しクラブだけでなく、ロータリア

ン一人ひとりが、ロータリーの活動に参加す

るよう強調するための特別月間です。

１）疾病との闘いにおける成果

　ロータリー財団は、世界各地のプロジェク

トや活動に助金を提供しながら、疾病の予防

と治療に力を注いでいます。

　疾病予防と治療のためにこれまでロータ

リーが授与した補助金は 6,500 万ドル、1985

年にロータリーがポリオ撲滅活動を立ち上げ

て以来の発症数の減少率は 99.9％

２）ロータリーによる活動の例

①きれいな水の提供。

　ガーナでは、他団体と協力して国内人口の
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80％以上にきれいな水を提供し、ギニア虫感

染症を予防しています。

② HIV 感染の減少。

　リベリアでは、妊娠初期の女性たちへの

HIV 検査を支援しています。２年間で HIV の

母子感染を 95％減らすことをめざして、出産

前ケアを推進しています。

③ポリオの撲滅。

　私たちは、ポリオ（小児まひ）を世界から

撲滅する活動で、大きな役割を果たしてきま

した。懸命な活動により、世界のほぼすべて

の国からポリオがなくなっただけでなく、エ

ボラ出血熱などのほかの疾病の追跡システム

にも活用できるインフラが構築されました。

ポリオ撲滅の実現まであと少しです。

　世界で数百万人が病気によって苦しみ、貧

困を強いられています。私たちが疾病の予防

と治療に力を注ぐのは、このためです。病気

の蔓延や医療不足に悩む地域社会に、仮設ク

リニックや献血センター、研修施設をつくっ

たり、医師と患者と政府が協力できるインフ

ラを設計するなど、世界中のロータリー会員

は、人びとがより良い医療を利用できるよう

支援しています。

■次週の卓話
　12/19 ㈬→ 15 日㈯点鐘　午後６時

　　　　クリスマス家族親睦会

　　　　場所　KKR ポートヒル横浜４階

　　　　　　　　　 　週報担当　倉本 宏昭

■ AKS ゴルフ報告

３）幹事雑感

　師走とは思えぬ暖かさの中、OB の桑原さん・山

崎さん、OG の川瀬さん、元鶴峰の寺尾さん他２名

のご参加を得て第 50 回の記念大会が開催されま

した。今回は何と言っても太田さんの頑張りに就

きます。見事なベスグロ優勝。続いて HCP に恵ま

れた関口さんが準優勝。このところ進境著しい青

木さんが３位入賞という結果となりました。今回

は何と言っても実力者千葉さんの予想外の失速。

桑原さんの乱調により馬券が荒れました。

　その中で当たり馬券を２枚も買った関口さんは

まさに勝負師。久し振りの参戦となった山崎さん

も腕を上げてきており、前後半ともに 40 台で踏

ん張っておられました。

　また、川瀬さんも堅実に真っ直ぐにグリーンに

向かって安定したショットを続けて

おられ、これでパットが入ればハー

フ 50 切りも間近という感じでした。

因みに女子の部優勝も勝ち取りまし

た。

組合せは以下の通り

第１組　関口、内田、桑原、千葉、

第２組　川瀬、太田、山崎、安藤

第３組　青木、寺尾、金子、久津間

　２時半頃にホールアウトし、３時

過ぎより表彰式パーティー、お互い

の健闘を称え合いながら４時前には

お聞きとなりました。参加頂いた皆

様、お疲れ織でした。

ゴルフ場をご手配頂いた千葉さんの

お蔭でプレー代が一人当たりかなり

安くなりました。ここに改めて感謝申し上げます。

今回の反省は、パーティーの軽食が重かったので

次回はケーキとコーヒーくらいで、軽く済ませた

いと思います。

　次のゴルフは AKS 会春大会です。４月半ば辺り

で瀬谷 RC の幹事で開催予定です。

今回ご参加頂けなかった方々、次回は是非ご参加

ください。

　気の置けない仲間違とのコルフは、スコア関係

なく楽しいものです。

今回もとても楽しくラウンドできました。次回は

更に楽しくやりましょう。

今後共宜しくお願い致します。　

　　　　　　　　　　ゴルフ幹事　安藤公一


