
■司　　会　副 SAA　内田　　敏

■開会点鐘　会　長　市川　慎二

■斉　　唱　手に手つないで

■出席報告

■本日の欠席者
滝澤、宋、須藤、二宮 (麻 )

■他クラブ出席者
増田

（横浜あざみ RC、横浜緑 RC、新横浜 RC）、

新川 (地区 )

■３月皆出席者表彰

増田嘉一郎会員　　　　29 年

本日の出席数         22 名

 本日の出席率    84.61％ 修正出席率        96.37%      

会員数　 　 　    30 名
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■会長報告
　皆様、こんにちは。３月も下旬となり、一

般的年度としては、年度末になって参りまし

た。

　当園も卒園式や進級式、終業式なども終え、

あらためて振り返ってみると、光陰矢の如し

の言葉通り、一年は本当に早いなと感じます。

入園時には走り回っていた子ども達も、卒園

時にはしっかりと椅子に座り話を聞けるよう

にもなり、１時間１時間の積み重ねが１日と

なり、1 日 1 日の積み重ねが 365 日で 1 年と

なる。こういった毎日の日々が、大切なのだ

と気付かされます。

　偉人、二宮尊徳は、このことを積小為大の

言葉で後世の私たちに残しました。昔の小学

校などの校庭には、たき木を背負って本を読

んでいる立像が設置してありました。二宮尊

徳は日本人が見習うべき、理想の人物だから

です。今の子どもや先生は、やれば、すぐに

結果がでる、できるようになると思っていま

す。結果がでなければ、我慢できずに、すぐ

に諦めてしまう子が多いからです。　

　でも、人生においては、継続は力なり、努

力は裏切らない、石の上にも三年、若い時に

苦労は買ってでもしろ、様々な格言通り、今

の時代にこそ、二宮尊徳の考え方、生き方を
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■米山委員会　　　　　　　         青木　邦弘

　本日は第３例会です。米山の募金、宜しく

お願いします。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川　慎二／①佐藤利明さん、卓話たのしみ

にしています。②昨日は送別会、皆様お疲れ

様でした。

安藤　公一／①佐藤利明さん、卓話宜しくお

願い致します。②昨日の須藤さん、沈さんの

送別会お疲れ様でした。企画、十校をご担当

された北澤親睦委員長、ご苦労様でした。

須藤　　亘／昨日は年度末のお忙しいところ、

素敵な会を開催して頂きありがとうございま

した。ロータリーで皆様から教えて頂いたこ

とは私にとって一生の財産となりました。貴

重な経験をさせて頂きました。本当にお世話

になりました。ありがとうございました。皆

様のご健康と旭ロータリークラブますますの

ご発展を祈念いたします。

増田嘉一郎／皆出席祝いをいただき、ありが

とうございました。29 年だそうです。まだま

だ頑張ります。

吉原　則光／春より夏に近い陽気の例会となり

ました。佐藤さんの卓話楽しみです。宜しくお

願いします。

五十嵐　正／①職業奉仕委員会、大川さん、

倉本さん、本日の羽沢見学よろしくお願いし

ます。②佐藤利明さん、本日の卓話楽しみです。

目黒　恵一／昨日の須藤君、沈さんの送別会

19 名様のご出席ありがとうございます。

兵藤　哲夫／①神奈川東ロータリークラブに

卓話に行ってきました。その時の週報が送ら

れてきました。回覧いたします。②佐藤利明

さん、卓話たのしみにしています。

二宮　　登／①兵藤さん、動物保護協力で旭

警察署からの感謝状おめでとう！②佐藤利明

さん、今日の卓話楽しみにしています。

柳沢　哲也／今週から高校野球、春の甲子園

が始まります。春らしくなってきましたね。

大川　伸一／①本日は相鉄線・JR の羽沢工事

現場見学に参加される方、よろしくお願いし

ます。②佐藤利明さん、本日の卓話をたのし
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伝えていかなければならないなと思っていま

す。

〇クラブ関係

1) 本日、羽沢トンネル見学会となります。

大川会員、宜しくお願い致します。

２）昨日は、須藤会員と沈さんの送別会、皆様、

ありがとうございました。

　出会いに感謝できる、楽しいひとときを過

ごせました。

■プログラム委員会　　　　　　佐藤　真吾

１）４・５月の例会プログラムの変更をお知

らせします。

4/3　　母子の健康フォーラム（大川会員紹介）

卓話者：神奈川県立がんセンター医療福祉

　　　　相談室医療福祉相談

　　　　ソーシャルワーカー 緒方文子様

テーマ：がん患者を親に持つ子供達について

4/17　　外部卓話（五十嵐会員紹介）

卓話者：スマイルコンシェルジュ

　　　　たきれいこ様

テーマ：リーダーに求められるスマイル

4/24　　体験例会

卓話者：㈱横浜フリエスポーツクラブ

　　　　会長　奥寺康彦様

例会場：二俣川ライフ 4F コミュニティサロン

5/15　　外部卓話（兵藤会員紹介）

卓話者：えかたり～べ

　　　　藤岡トミ子様

5/29　　外部卓話（二宮登会員紹介）

卓話者：ミゼリコルディア

　　　　エンリコ・ベネッリ様

例会場：二俣川ライフ 4F コミュニティサロン

２）＜情報集会グループ C＞へのご参加！

　グループ C の情報集会を、次週 3/27 例会後

に例会場で行います。ほかのグループで自分

のグループに参加できない方も、ぜひご参加

下さい。

■職業奉仕委員会　　　　            大川　伸一

 本日の工事現場見学に参加される方は、例会

後速やかにご出発されるようお願い致します。

　瀬谷 RC の方と合わせて参加予定者 20 名で

す。
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みにしております。

田川　富男／須藤さん、沈さんを明るく送る

事が出来ました。北澤さん、目黒さん、ご苦

労様でした。

斎藤　善孝／佐藤利明さん、本日の卓話たの

しみにしています。

内田　　敏／佐藤利明さん、本日の卓話楽し

みにしています。よろしくお願い致します。

青木　邦弘／佐藤さんの卓話、楽しみです。

倉本　宏昭／佐藤利明会員、今日は楽しい卓

話をお願いします。

北澤　正浩／①昨日の送別会には多数ご出席

を賜りありがとうございました。会費のお釣

り 5,000 円をニコニコに入れさせていただき

ます。②佐藤利明さん、卓話よろしくお願い

致します。

■卓話
「人生、喜寿を過ぎて」　　　　　佐藤　利明

　一般卓話の当番にあたり、何を話したら良

いか、先人・偉人の方々の教えを自らに言い

聞かせるつもりで話そうか、How to もので得

た雑学・知識を話そうか、諸々考えました。

もとより浅学非才ゆえに、偉そうな事は話せ

ません。

　ニコニコ BOX で楽しみにしている、期待し

ていると頂きましたが、ご期待に添えるかど

うかわかりません。

　尚、面白くない、下手な話は最高の子守歌

であると言われております。昼食後のひとと

き、ごゆっくりおやすみ頂いても結構です。

　３月 20 日という日は過去にどの様な出来事

があったか、ご存知ですよね ! !

　24 年前の 1995 年、麻原彰晃のオウム真理

教信者達による、地下鉄サリン事件です。犯

罪史上に残る極悪非道な事件です。

　そして３月といえば、８年前の３月 11 日、

東北地方を襲った東日本大震災、同時に起き

た津波による大惨事ですね ! !

　いまだに復興の目処がたっていない状況で

す。

　地震・雷・火事・親父と普から良く言われ

た怖いものの例えですが、親父は別にして、

自然災害は怖いですね ! 防ぎようがありませ

ん。

　以前は災害は忘れた頃にやってくる、と言

われておりましたが、最近は忘れなくてもやっ

てくる、と言われる様になりました ! 日本各

地で地震がたびたび発生しております。

　３月と言えば、忘れてならない日がありま

す。３月 23 日です。

　皆様、何の日かわかりますか ? もう一つ、

３月１日です ?

　自然災害だけではありません。人的災害で

す。原発事故も大きな被害をもたらしていま

す。又、日本各地で毎日の様に報道されている、

振り込み詐欺、子供の虐待、SNS 等による動

画投稿。アルバイトによる不適切極まる投稿

など、日本人の心はどこにいってしまったの

でしょうか ?

　そしてもう一つ、交通事故。あおり運転、

いやがらせ運転、記憶にない運転。実は私も

３週間前の２月 27 日㈬に物損事故を起こして

しまいました。記憶にない事故です。細い路

地での事故ですが、どうして「ぶつかったか」

全くわからないのです。状況から察すると右

側駐車場のポールにぶつかり、左側のブ口ツ

クフェンスにぶつかって止まったようなので

すが、全くわからない。左側のお宅のご主人

が出て見えて、あれこれ指示してくれました

が、それも定かではなく、自分の会社（真吾）

に電話したのも記憶になく、その後、ロータ

リークラブの例会に出たのも定かではありま

せん。

　よく高齢者の人がアクセルとブレーキを踏
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み間違えて、店舗等に突っ込んだと言う事と

聞きました。そんなことがあるわけないと思っ

ていましたが、自分のこの度の事故で、そう

いうこともあるのだと思った次第です。いず

れにしても、人身事故にならなかったのが、

よかったと思っております。これも怖いこと

ですので、３月 11 日運転免許証は自主返納し

てきました。

　私は誘われるまま、何の予備知識もなく、

1983 年５月に横浜鶴峰 RC に入会し、爾来 32

年間鶴峰 RC に在籍し、ロータリー哲学「ロー

タリーは人を作る」「ロータリーは人生の道場」

であるというロータリー精神を金科玉条とし、

微力ながら、ロータリー活動、社会貢献に携

わり、その中で自分自身も多くを学び、少な

からず成長させて頂いたと思っております。

　クラブでの各委員会、役職を通して、多く

の異業種の人と出会いがあり、素晴らしい友

人を得、尊敬できる立派な人と交流の機会を

持つことが出来、地域社会の中での一人とし

て、些かなりとも、お役に立てたかな、と自

負しております。実感です。

　横浜鶴峰 RC 在籍中、諸々の活動の中で記憶

に残っている事象としては、青山彰義ガバナ

一年度（1996 ～ 97 年）の地区大会で大会幹

事として何とか役務をこなし、大会後の記念

誌の作成に苦慮したこと、第４・第５分区で

の 1M での仕切り、そして二度のクラブ会長、

一度目は第 21 代会長（1998 ～ 99 年）、とし

てクラブ運営に全力投球し、そして、横浜旭

RC（漆間会長）・横浜瀬谷 RC（山室会長）と

話し合い３クラブ合同例会を発足に漕ぎ着け

たこと、又、横浜鶴峰ローターアクトクラブ

を設立したこと、二度目は押されるまま第 36 

代会長（2013 ～ 14）として何とかクラブの向

上を目指しましたが、力及ばず、クラブ存続

か終結か葛藤しましたが、残念ながら会員減

少に伴い、横浜鶴峰 RC が終結になってしまっ

たこと自責の念に耐えません。

 旭 RC の有志の皆さんから、合併して一緒に

やろうと何度も声掛けて頂きましたが、クラ

ブ内で意見の一致に至らずご好意に添えず、

申し訳なく思っております。

　そんな時、市川緋佐麿ガバナーから労いの

言葉をかけて頂き、そのうえ、田中作治 RI 会

長を紹介して頂き、今後も頑張るよう励まさ

れ、握手されたことを、いまでも自分の誇り

にしています。横浜旭 RC に迎えていただき、

移籍して４年、今日まで 36 年間口ータリアン

としてライフワークを過ごしております。

　ロータリー活動の他では、社団法人保土ヶ

谷法人会での会員として、常任理事として、

その後 2011 年から３期６年に渡り、副会長と

して同時に旭支部連合会長とし活動させてい

ただきました。75 才の定年を持って後継にバ

トンタッチできたことに、安堵しているとこ

ろです。

　ロータリークラブの会員の多くの皆様には

法人会に入会して頂いていると思いますが、

直接活動に関わっておられない方は、活動内

容を認識されてない方もおられると忠われま

すので、若干、話させて頂きます。

　保土ヶ谷法人会は保土ヶ谷税務署管内の保

土ケ谷区・瀬谷区・旭区の三区のよき経営者

をめざすものの団体として、会員の積極的な

自己啓発を支援し、納税意識の向上と企業経

営および社会の健全な発展に貢献することを

目的に、約 2,700 社の会員企業から成ってお

ります。

　年間の事業内容は「税法の説明会」「経営講

習会」「講演会」「福利厚生事業」「会員の交流」

等の事業があります。

 講演会については年次総会における記念講演

会、また、夏期セミナ一、合同研修会なども

好評を博しております。これは著名な講師を

招き行われます。我がクラブからも大川伸一

先生にご講演を頂いております。

 テレビでお馴染みの元宮崎県知事東国原英夫

氏、東京女子大学教授マリ・クリスティーヌ氏、

古美術鑑定家中島誠之助氏、国際弁護士八代

英輝氏、歌手タレントの荒木由美子氏、湯原

昌幸氏、等々、各方面で活躍している方々に

講演頂いております。

　法人会は全国組織であります。毎年、各都
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道府県持ち回りで大会が開催されます。私も、

青森、栃木、徳島、長崎、鳥取の大会に参加

しました。

 素晴らしく感銘深いものでしたが、特に鳥

取大会翌日に訪れた、鳥取砂丘博物館の（砂

の芸術的彫刻）の素晴しさに魅せられました。

世界の砂芸術家たちの作品は驚くほどのもの

でした。

 そして以前にも訪れた、国宝三徳山三仏寺を

久し振りに参詣できたことです。境内の掲示

板に書かれておりました（凡夫のことろ）と

言う法話、これは以前訪れた時に心に残って

いたものですが、改めて私の生きていく上で

の心得として大切にしていきたいと今でも事

務所に掲げております。

　因みに【凡夫のこころ】とは

　気づいて見れば恥ずかしい　

　知恵も力もないくせに

　己が力で何もかも　

　出来るやれると思い込み

　生きているのも我が力　

　食うているのも我が力

　誰の世話にもならんぞと　

　力む我が身の身体さえ

　生まれた時から死ぬるまで　

　人のお世話なりどうし

　吐く息、吸う息、みな空気　

　水一滴もみほとけの

　恵みなければ、得られない　

　お陰を知らず、愚痴小言

　我が身勝手を棚に上げ　

　人の落度のあらさがし

　よその秘密を開きたがり　

　言うなと言えば言いたがる

　人が困れば、うれしがり　

　友の成功、ねたましい

　少しのことを恩にきせ　

　受けた御恩は、忘れがち

　見よと言われりゃ見たがらず　

　見るなと言えば、尚見たい

　するなと言えばしたくなり　

　せよと言われりゃいやになる

　天の邪鬼ではないけれど　

　素直になれば敗けたよに

　思う心のひねくれを　

　どうすることもできぬ我

　ああ恥ずかしゃ、我が心　

　以上のものです。

　また、同時期に、旭区の安心、安全をと言

う横浜市および旭区の地域消防行政にも関

わって来ました。旭火災予防協会の会長とし

て、平成 23 年から３期６年間協会会員企業の

協力を得て、旭消防署、旭消防団、旭自衛消

防隊の活動を支援してまいりました。

　火災予防協会の事業内容は、防火管理体制

の強化、防災研修会、普通救命講習会、出火

防止対策の推進、自衛消防隊の育成技術向上、

企業防災体制の強化推進、消防出初式助成、

本会の事業に尽力された会員の表彰等々であ

ります。

　会長としての役務は、旭区消防出初式実行

委員長をはじめに、消防団の操法訓練会、自

衛消防隊の操法訓練会、防火視察研修会、各

種団体協議会、各種式典への参加理事会、総

会の招集開催であります。

　そして、この６年間の任期の中で、記憶に

残る主な災害としては平成 23 年３月に発生し

た東日本大震災での津波による大惨事、私も

現地に行って参りました。大川小学校等々そ

の被害を目の当たりにして、言葉もありませ

んでした。

　平成 24 年５月、北関東地方での竜巻、７月

九州北部豪雨、平成 25 年 10 月台風 26 号、平

成 26 年８月広島県豪雨土砂災害、10 月御獄

山噴火、平成 27 年箱根山での噴火、９月関東、

東北豪雨、平成 28 年４月熊本地震、８月台風

10 号等々、自然災害の恐ろしさを痛切に感じ

た次第です。

■次週の卓話　

4/3 ㈬ 　緒方　文子様

(神奈川県立がんセンター医療福祉相談室

　医療福祉相談ソーシャルワーカー )　

「がん患者を親に持つ子どもたちについて」

 　　　　　　　　　　週報担当　関口　友宏
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2018~2019 年度 横浜旭ロータリークラブ 
第十三回理事会議事録 

日時  2019 年 3 月 13 日（水） 

    13 時 30 分より 

場所  例会場 

出席者予定者 

市川慎二 安藤公一 佐藤真吾 滝澤亮 五十嵐正 内田敏  

田川富男 目黒恵一 大川伸一    

【報告事項】 

地区関係 

1 3 月 6 日（水）15：00～  ＩＭ  横浜ベイシェラトンホテル   

2 3 月 31 日（日）      次年度地区協議会    

   3 5 月 25 日（土） 宮城県岩沼市「千年希望の丘」育樹・植樹プロジェクト 

   4 2019‐20 年度以降の第 5 グループのガバナー補佐及び青少年交換留学生ホストクラブの 

     役務の分担が決定した。（別紙参照） 

5 地区グローバル奨学生へ申請された加藤眞之介さんは、地区選考基準に到達されませんでした。 

クラブ関係 

   1  3 月 2 日（土）13：00～    がんセミナー    県立がんセンター 

   2  3 月 20 日（水）14：30～   相鉄・東急直通線 羽沢トンネル見学会 

3  4 月 3 日（水）13：30～  第十四回理事会   例会場 

   4  4 月 13 日（土）10：00～  ガールスカウトとの二俣川清掃活動  

5 4 月 24 日（水）例会時    体験例会       二俣川ライフ 4Ｆコミュニティーサロン 

6 体験例会卓話者である奥寺氏への謝礼金として 3 万円支出する。 

7 4 月 17 日の外部卓話者である高城氏への謝礼金として 2 万円を支出する。 

8 ガールスカウトへの活動資金として、クラブより 2 万円を支出する。 

9  会計報告 

【審議.事項】 

1 米山奨学生世話クラブ依頼及び、カウンセラーについて 

地区より、2019 学年度 米山奨学生世話クラブの依頼が届きました。 

  奨学生は、中国からの男性のヒョウ・ハクさん、25 歳です。 

  昭和音楽大学 修士課程 音楽学部で、音楽芸術表現を専攻（作曲）されています。 

  奨学期間は 1 年となります。（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日） 

  地区からの要請を受けるかどうかの審議と、その際のカウンセラー候補者の審議を 

行い、世話クラブとして受諾し、カウンセラーを増田会員に依頼する。       承認 

2 出席免除申請について 

  佐藤利明会員より、2019 年 2 月 28 日付をもって、出席規定免除の申請が提出され 

ました。定款 第 12 条 第 3 節（b）の要件を満たしており、3 月 1 日付より出席規 

定免除としてのご審議を行い承認した。                     承認 

3 須藤会員の退会について 

退会届けは提出されておりませんが宮城県塩釜市への転勤の為、3 月末で退会する。  

尚、後任の佐藤二郎氏を入会候補者として承認した。               承認 

   4 4 月 3 日の卓話者の変更について 

  卓話者として、がんセンター ソーシャルワーカーの緒方文子氏に依頼した。     承認 

5  チャリティーコンサートの決算報告 

  新川会員よりチャリコンの決算報告（別紙）があり、承認した           承認 


