
■司　　会　ＳＡＡ　北沢　正浩

■開会点鐘　会　長　市川　慎二

■斉　　唱　我等の生業

■出席報告

■本日の欠席者
宋、佐藤 (真 )、二宮 (麻 )、増田、福村

■他クラブ出席者
増田 (横浜あざみ RC)

■ゲスト
沈　　佳穎様 (米山奨学生 )

後藤　靖子様

■１月誕生記念祝

太田　幸治会員　　　　1.12

本日の出席数        22 名

本日の出席率    81.48％ 修正出席率    　96.15％

会員数　 　 　    30 名
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■表彰
ポールハリスフェロー

　倉本　宏昭会員・　新川　　尚会員

新ベネファクター　　

　市川　慎二会員

■会長報告
　皆様、こんにちは。１月も中旬となりお正

月気分や雰囲気も薄れる中、インフルエンザ

が猛威をふるっております。どうぞ皆様も体

調管理にお気をつけください。

　本日は、11 月 14 日にご逝去された後藤会

員の奥様が、生前のお礼として来会され、お

言葉を頂きました。

　後藤会員は、横浜旭ロータリークラブのメ

ンバーとして、平成２年に入会され、平成 11

年にはクラブ幹事、平成 15 年副会長、平成

16 年会長エレクト、平成 17 年には、第 37 代

のクラブ会長として務められました。また、

多くのカウンセラー、奨学生の受け入れなど、

他の会員では受け辛いことも快く引き受けて

くださり、長きに亘り当クラブを支えてこら

れました。そんな、後藤会員への長年の功績

を称え、国際ロータリー 2590 地区米山記念奨

学会より、感謝状が届いております。大変恐

縮ではございますが、私が代読させて頂き、

奥様にお渡しさせていただきます。

　さて、１月は職業奉仕月間であり、先週は、
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らないという訳で、今日やっとこちらにご挨

拶に伺うことができました。

　夫は平成２年に太田さんの御紹介でクラブ

に入会させていただきました。それからはい

ろんなことの経験をさせていただいて、夫の

人生にとってふくらみのあるものになったと

私は確信しております。夫だけではなく、私

達家族にとっても、とても貴重な経験を沢山

させていただき、例えば高校生の留学生の受

け入れを２回いたしました。最後はタイのナ

ムホンちゃんの時には、私たちには孫がおり

まして、その孫たちが家族のように接してと

てもいい経験をさせていただきました。今で

も孫は「ナムホンはいつ帰ってくるの」「また

会いたいな」て、しょっちゅう言うもので、

答えに困っています。でも、それは私達家族

にとっても、こちらに入れていただいたから

出来る経験でしたので財産になっております。

　こちらにいる沈さんもそうですけど、いろ

んな国の方とお付き合いさせていただいて、

その都度韓国の方には、ナムルを教えて頂い

たり、中国の方には水餃子を教えていただい

て、沈さんは去年もお正月に来てくださいま

した。今年も私の実家に、本当に家族のよう

にすぐ打ち解けてくださって、楽しい時間を

過ごさせて頂きました。これも、クラブに居

たからであって、家族に財産として、夫は残

してくれたんだなと、つくづく思っておりま

す。それもこれも皆様のおかげだと感謝して

おります。

　まだ受けいれがたい処がありまして、毎日

忙しくしておりますが、今日夫に背中を押さ

れて、早く皆さんにお礼をいってくれと言っ

ているような気がしまして、やっと伺うこと

が出来ました。本当に長い間夫とお付き合い
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大川会員から、職業奉仕フォーラムを伺うこ

とができましたが、ロータリーの例会に出席

できることは、本当に最高の特権です。毎週、

自分の人間性を高められると共に、心の財産

にもなっています。この財産を、自分の職業

を通じた奉仕活動で、使っていきたいと思い

ます。

　本日は二宮登会員による、当クラブ創立記

念卓話となります。二宮会員は、当クラブの

チャーターメンバーとして、創立から今日ま

でクラブを支えてこられ、1976 年には８代目

クラブ会長、そして、出席率 100％が 48 年間

続いており、例会に出席してくださるだけで

もありがたく、安心できる人間性をお持ちの

大先輩です。本日の卓話、どうぞ宜しくお願

い致します。

○地区関係　

１）米山記念奨学会より、下期の普通寄付の

お願いが届いております。詳細は、青木委員

長より、お話があると思います。

２）2002 － 2003 年度、第５グループガバナー

補佐を務められました、元横浜緑 RC の会員、

森宏様がご逝去されました。御関係があった

方もおられると思いますのでご案内致します。

○クラブ関係

１）１月 20 日㈰は、第８回チャリティーコン

サートが旭公会堂で開催されます。

　地域の学生、数百名が、意欲的に参加する

当クラブの大きな活動であり、この活動に、

旭区、地域企業様より、多大なご後援を頂い

ております。また、当クラブを広報できる大

きな機会でもありますので、ぜひ、多くの会

員にご参加、ご協力をお願い致します。　　

■幹事報告
１）例会臨時変更のおしらせ

○保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　１月 29 日㈫→ 27 日㈰移動例会

場所　横浜清風高等学校

■後藤靖子様より御挨拶
　昨年 11 月 14 日に夫が心筋梗塞で、あっと

云う間にこの世から居なくなってしまって、

私達家族はその後何が何だか分からず、いま

だにまだ受け入れがたい処がございます。子

供も孫も本当に悲しんでおります。

　ですけど前を向いて生きて行かなくてはな
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していただき、かわいがっていただきありが

とうございました。そして最後にこれからの

皆様のご健康とご活躍を願って、夫に変わり

まして、私の御礼の言葉とさせていただきた

いと思います。本当に長い間お世話になりま

してありがとうございました。

■米山委員会　　　　　　　　　青木　邦弘

　本日は第３例会です。米山寄付にご協力を

お願致します。20,000 円を超えている会員も

よろしくお願い申し上げます

■親睦委員会　　　　                   　北澤　正浩

【このゆびとまれ】企画

新しい年を飲んで祝おう！

新年会のご案内

　この度新年を迎え会員間の親睦をはかると

ともに、新年の抱負を話す会として有志の新

年会を企画しました。何かと忙しい時期では

ございますが、是非ともご参加下さい。

日時　２月 13 日㈬ 18 時～　

場所　やきとり処　い志井　旭区二俣川 1-48

参加費　5,000 円

＊連絡先　北澤　090-7835-3033

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川　慎二／①二宮登さん、記念卓話よろし

くお願いします。②後藤靖子様、ようこそお

越し下さいました。

安藤　公一／①二宮登さん、創立記念卓話宜

しくお願い致します。②１月 12 日の大学ラグ

ビー決勝で明治大学が 22 年ぶりの優勝を飾り

ました。おめでとうございます。

吉原　則光／寒さも本格的のなか、好天にめ

ぐまれた例会となりました。二宮さんの卓話

楽しみに期待しております。よろしくお願い

します。今回は俳句でのりましたので少しニ

コニコサービスしました。

二宮　　登／創立記念卓話 ｢友と歩んだ 50 年 ｣

語り部として伝えたい。

五十嵐　正／①二宮さんの創立記念卓話楽し

みです。よろしくお願いします。②後藤会員

の奥様をお迎えして。英則さんの御冥福をお

祈りします。

田川　富男／①二宮登さん、50 周年前卓話宜

しくお願いします。②後藤さん、ありがとう

ございました。

内田　　敏／①二宮さん、本日の卓話よろし

くお願いします。②後藤さん、ようこそ。こ

れからも頑張って下さい。

新川　　尚／今度の日曜日はチャリティーコ

ンサートです。多くの方の御来場をお願いし

ます。

太田　勝典／後藤さん、ようこそいらっしゃ

いました。寒さもこれから本番です。お身体

御自愛下さい。これからのご多幸をお祈り申

し上げます。

北澤　正浩／二宮さん、卓話楽しみにしてお

ります。

兵藤　哲夫／二宮さん、卓話興味深く拝聴い

たします。本日はよろしく。

柳沢　哲也／先週は初例会なのに所用で来ら

れませんでした。改めまして今年もよろしく

お願い致します。

大川　伸一／二宮登さん、本日の卓話を楽し

みにしております。

齋藤　善孝／①後藤さん、ようこそいらっしゃ

いました。ご主人がいなくなった事がまだ信

じられません。②二宮さん、卓話楽しみです。

須藤　　亘／①後藤さん、ようこそいらっしゃ

いました。②本日の卓話、二宮さん、宜しく

お願い致します。

■創立卓話「友と歩んだ 50 年」    　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　二宮　　登

　思い起こせば、昭和 45 年１月 13 日に、産

声をあげた。横浜旭ロータリークラブは長い

ようだが、あっという間に 50 周年を迎えまし

た。この半世紀の道のりの中では、平坦な道

ばかりではなく、上り坂もあれば下り坂もあ

り ｢ まさか ｣ という苦難な坂も会員一同の努

力で乗り越え、行政や他の団体などが携わっ

ていない残された谷間に地道な国際奉仕や社

会奉仕を今日まで続けてきました。
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　様々な活動の中から私の心にしみ込んだ活

動の一端を「語り部」として伝えたい。

【1】1973 年　高梨昌芳会長

講演「畠山重忠と二俣川と鶴ヶ峰」

講師：作家永井路子

場所：旭公会堂

　小学校の校長先生の一言が講演会開催に結

びついた。

　当時の旭区賀詞交歓会で出会った校長先生

から声を掛けられ、「私は、昨年市内の小学校

に赴任して来たばかりで旭区のゆかりのある

『畠山重忠公』について知らないので教えて欲

しい」と言われた。（小学校３年～４年生で地

域の歴史を学ぶ）その頃は、旭区誕生３年～

４年で畠山重忠の広報が行き届いていなかっ

たと思う。

　私は、クラブの先輩である阿部、福井、清水、

高梨会員にこの事を伝えた。たまたま、私の

友人の奥様が永井路子氏の妹さんだった関係

で、講師、作家永井路子氏にお願いすること

になった。講演の内容を冊子にまとめた。

【2】1974 年　安藤達雄会長

善部妙蓮寺の曲題目

　安政年間 1854 年～ 1860 年藤沢片瀬の伝平

が伝えたという善部妙蓮寺の曲題目

　広報活動として、「神奈川県指定無形民俗文

化財」を受ける運動を始める。

①神奈川県民に広く曲題目を理解していただ

くため「神奈川テレビ」に生出演し広報をした。

②子供園（青葉区）で神奈川県の指定を受け

た団体と共に実演し広報活動を広めた。

　③　横浜高島屋 5 階ホール（当時）で県の

指定を受けた団体と前座を務め広報した。

　その他、機会があるごとにどこへでも出向

き我武者羅に広報活動を務めた。結果、はれ

て「神奈川県指定無形民俗文化財」の指定を

平成３年２月８日に受ける。

【3】1975 年　二宮　登会長　ロータリーの森

　1975 年～ 1976 年度の RI 会長のテーマ

  『青少年と共に』

　私は、テーマに沿った奉仕活動を実施する

ために横浜市内のボーイスカウト・ガールス

カウト・青少年団体・海洋少年団等の会長職

の方 16 名と懇談し「今、皆さんの団運営を

していくために一番必要としているものは何

か ?」と尋ねた。

　一同が、横浜市内の自然公園では「火」を

使用した野外活動は禁止されているので「火」

を使用できる「民間」の野外活動センターを

と求めていた。早速、福井、栗原、二宮の山

林を自由に使用できる『ロータリーの森』を

開設した。開園式は、福井会員の自宅の庭で

行われた。来賓として、上野豊パストガバナー、

地区の青少年奉仕委員等が出席された。

　1976 年度の国際口ータリー第 259 地区（神

楽川県全域）大会が藤沢市内で開催され意義

ある業績賞を受けた。

【4】1980 年　

創立 10 周年実行委員長　福井光治

創立 10 周年記念事業　

こども自然公園の「友愛の日時計」
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　創立 10 周年記念事業、二俣川駅南口広場

の中心地に、ゆかりのある畠山重忠公の像を

健立する計画であったが、バスターミナルと

の関係で変更し、こども自然公園内に東経

139° 32.30　北緯 35° 27.00「友愛の日時計」

を設置した。私は、設計図を持ち府中の東京

天文台技官の指導のもと台座は、ロータリー

マークの歯車とし針は横浜の「カモメ」が針

を背負うデザインにした。針の鋳造は、高岡

西 RC の渡辺誠二先生にお願いしました。先生

は、横浜スタジアムにある「ベイブルース」

レリーフの製作者であり横浜との繋がりが

あった。

【5】1985 年　関口友宏会長

コロンビア、メキシコ災害支援

横浜そごうデパートでチャリティー絵画展を

開催

　プロ・アマチュアの作家のご協カを受け、

横浜に出店して間もない 12 月に 1 週間開催

した。当時の社長さんと直談判し５階の会場・

設備・お買い上げいただいた絵画の発送等全

て「横浜そごう」 の負担でお願いしました。

　当時旭ロータリークラブでは、オープニン

グセレモニーに駐日コロンビア大使、上野重

パストガバナー、上野良一ガバナ一、そごう

の社長様のテープカット、NHK テレビの取材

を約束しお願いした。当日の NHK テレビの

ニュースで放映されました。その後、私の所

に駐日大使よりお礼として駐日大使の公邸

で夕食会のご招待状が届き上野豊パストガバ

ナー夫妻、上野良一ガバナー夫妻、関口会長、

三浦幹事、二宮夫妻が出席致しました。

　その時のジャガイモのポタージュスープの

味が今でも忘れられない。

【6】2004 年　辻　修会長

ロータリー創立 100 周年記念事業

「めだかの学校」

　十数年続けた「めだかの学校の作曲者」チャ

リティー音楽会で、作曲家中田喜直氏に出演

をお願いしたこともあった。旭区柏町に 30 年

以上住んでいらして、　広田会員、兵藤会員と

親交があった。

【7】2005 年　後藤英則会長



– 6 –

　旧帷子川に新設された公園に、枝垂れ桜を

植樹する。

【8】2006 年　漆間嘉則会長

 創立 30 周年事業～横浜動物園（ズーラシア）

にハナミズキ５本を植樹。

【9】2009 年　内田　敏会長

創立 40 周年記念事業「猫塚（善部町）」

（兵藤会員の提案）

　時は元禄の秋、この地を通りかかった巡礼

中のお婆さんが、飢えと疲れで倒れ息唱と引

き取りました。お婆さんが連れていた猫がし

ばらく寄り添って鳴いていましたが、間もな

後を追うように動かなくなりました。哀れに

思った村人達は、この場にお婆さんと猫を埋

め供養したと伝えられています。いつしかこ

の場所を「猫塚」と呼ばれるようになりました。

【10】2016 年　青木邦弘会長

熊本災害支援事業

　中古自転車 100 台を送る。五十嵐正会員、

新川尚会員、災害対策委員会のご協力で実現

した。　

【番外編】旭区役所の前にある畠山重忠の碑

■次週の卓話　

1/30 ㈬

第４回クラブ協議会

　

　　    週報担当　

　　　　内田　　敏
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2018~2019 年度 横浜旭ロータリークラブ 

第十一回理事会議事録 
日時  2019 年 1 月 9 日（水） 
    13 時 30 分より 
場所  例会場 

出席者 市川慎二 安藤公一 佐藤真吾 五十嵐正 内田敏  
田川富男 目黒恵一 大川伸一    

欠席者 滝澤亮 

【報告事項】 
地区関係 

1 2 月 9 日～10 日 一泊二日   第 35 回 ＲＹＬＡ   野島青少年研修センター  
2 3 月 6 日（水）登録 14：00～ 開会 15：00～   ＩＭ   横浜ベイシェラトンホテル 

クラブ関係 
   1 1 月 20 日（日）  東日本震災支援 横浜旭ＲＣチャリティーコンサート  旭公会堂 

2  1 月 23 日（水）例会時 横浜旭ＲＣ・横浜瀬谷ＲＣ合同例会 二俣川コミュニティーサロン 
3  1 月 24 日（木）18：30～ 第 4 回 会長幹事会  新横浜国際ホテル  市川 安藤 
4 1 月 30 日（水）例会時  第 4 回 クラブ協議会          例会場 
5 2 月 6 日（水）13：30～  第十二回理事会 
6 畠山重忠の看板修復報告。 
7 慶弔規定により、倉本会員に見舞金として 2 万円をお渡しする。 
8 会計報告。 

   9 国際奉仕委員会の 10 万円移動の件の確認した内容について。 

【審議.事項】 
1 クリスマス・家族親睦会決算について 

     北澤親睦委員長より、決算報告があり承認した。                承認 
   2 2019 年 3 月 2 日のがんセミナーについて 
     大川職業奉仕委員長より、日時内容及び予算の説明があり承認した。       承認 

3 2019 年 5 月 29 日の予備日について 
  案として、民話紙芝居グループ「えかたり～べ」の藤岡トミ子さんを卓話者として 

お招きしたらどうか。 
  ※ 旭区誕生 40 周年記念事業の一環で、当クラブで善部町にねこ塚石碑を建てた。 

この、ねこ塚についての伝説を「えかたり～べ」では、紙芝居にしている。   承認 
4 新第 5 グループのクラブ名簿の順番について 
  ガバナー補佐より、ガバナー補佐を担当する順番を決める為、各クラブ内で 

第 5 グループの順番を協議してほしいとのこと。理事会では、現在のガバナー補佐 
同士の決定でよい。                             承認 

5 RYLA への一般申込み者対応について 
   一般の方よりＲＹＬＡへの申し込みがあったので、当クラブからの推薦とする。 
  但し、ＲＹＬＡ後に、例会に出席し内容などの報告をして頂くことを前提とする。 承認 
6 その他 

   特になし。 
以上 
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平 成 3 0 年 度 1 2 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

％

％

％

100

100

67

75

 100

100

100

100

100

100

100

100

33

100

100

100

100

67

100

12日

％
96.05

安　藤　公　一

青　木　邦　弘

福　村　　　正

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

佐　藤　真　吾

27
25

5日

27
27 100

25
22 88

25
23 92

0

0

0

25

0

0

0

0

0

33

0

67

67

0

0

0

0

33

100

100

 67

100

 100

 100

 100

 100

 100

133

100

167

100

100

100

100

100

100

100

67

100

100

100

100

67

50

100

50

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

67

100

100

100

100

67

100

25

100

50

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－

％

％

26
25 96.15

26
25 96.15

15日

   

  

－出席規定免除－

％
92.59

－出席規定免除－

－出席規定免除－

0


